
公も民も変わらなければならない。

【具体的にどうすすめるの】
　実際にある、2つの遊休不動産と1つの公共不動産を題材にし、3つの検討チーム（ユニット）を作り、そのチームには専門家を配置します。期間中には、不動
産とまちづくりを掛け合わして実践している専門家の監修のもと、エリアのビジョン策定からそれを実現するアクションプラン（事業計画）までを体系的に
取り組み、最終日に不動産オーナー等へプレゼンテーションによる事業提案を行います。

※ エリアリノベーションとは、敷地で完結する遊休不動産のリノベーションではなく、敷地を含めた周辺エリア全体でイメージを共有しエリアの価値を上げるリノベーションプ
ロジェクトのこと。

【官民集合研修とは】
　ひたReデザイン講座を9月から受講している民間の方と、市職員研修を受講している市職員がチーム（ユニット）となり、日田市内の遊休不動産（空き家、空
き店舗、公共広場）を活用し、エリアリノベーションの実現に向けた研修のことです。
　今回は、題材になる不動産が存在するエリアの将来ビジョンを仮定し、そのビジョンを実現する遊休不動産活用プロジェクトを民間主導でプログラミン
グするところまで行います。

1949年生まれ。廃校になった中
学校校舎をアートセンターに変
え、自ら運営する3331アーツ千
代田など都市生活者の潜在意識の
変化に根差した建築のプロデュー
ス、プロジェクトマネジメント、都
市・地域再生プロデュースを行う。

1975年東京都生まれ。住み手と
共に編集するカスタマイズDIY型
賃貸のパイオニア。遊休不動産の
転貸事業や飲食事業を展開。全国
を舞台にリノベーションまちづく
りにも取り組む。
TEDxTokyo2014スピーカー。

1982年生まれ。東京・谷中の築60
年の木賃アパートを改修した「最
小文化複合施設」HAGISOを設計・
経営。2015年より「まち全体をホ
テルに見立てた宿泊施設」hanare
を設計・経営。2017年より「食の
郵便局」TAYORIを設計・経営。

1982年生まれ。飲食店×農業×IT
の新しいあり方を実践、マーケッ
トインの計画で飲食店が欲しい野

意「、す卸に店食飲て育と家農を菜
味のあるIT」を現場に取り込むこ
とで飲食店の高度化・効率化の経
営を生み出している。

1972年生まれ。岩手県紫波町オ
ガールプロジェクトにて、紫波町
の代理人かつ民間の代表として公
民連携事業を企画推進。オガール
に関連する株式会社の代表取締
役。「ひたReデザインプログラム」
コーディネーター
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TIME TABLE
12月20日 水曜日

13：00

13：30

14：00

17：00

18：30

19：00

受付

ガイダンス

まち歩き

ユニットワーク

レクチャー①

講師：清水義次

移動

懇親会

*1

12月21日 木曜日

8：00

9：00

10：00

13：00

13：30

17：30

18：30

ユニットワーク

レクチャー②

講師：青木純

ユニットワーク

ショートプレゼン

ユニットワーク

レクチャー③

講師：宮崎晃吉

ショートプレゼン

*2

*2

8：00

13：30

14：45

16：00

17：30

ユニットワーク

最終プレゼンテーション

レクチャー④

講師：岡崎正信

終了

懇親会

12月22日 金曜日

*3

*1：官民集合研修の開催趣旨、注意事項等に関する説明を行います。　*2：専門家に対して行うプレゼンテーションです。各チームごとに5分間のプレゼン
テーション、専門家との質疑応答等による15分間のブラッシュアップで構成されます。　*3：不動産オーナー等に対して行うプレゼンテーションです。各
チームごとに7分間のプレゼンテーション、専門家との質疑応答等による10分間のブラッシュアップで構成されます。

市ホームページ

「みんなのためのものは

誰のためでもない」

株式会社まめくらし代表取締役

株式会社nest代表取締役

青木 純

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。そのおひとりは、

自身が不動産オーナーである青木純

さん。賃貸物件を貸す側の方のお話

ですので、これは興味津々です。

青木さんの物件はとても人気で、事

前にホームページからプチ・論文の

ようなものを送り、それをパスしな

ければ入居できないほど。これによ

って小さなコミュニティ作りに取り

組んでいます。

もしもこのお話を聞きたいときは、

「TED×Tokyo 2014」を見てみてく

ださい。10分ほどの動画ですが、ス

ライドを用いながらのお話ですの

で、イメージしやすくなると思いま

す。

https://www.youtube.com/

watch?v=34kEARK5yfU　

（青木純 TED×Tokyo 2014）

そのような「幸せな賃貸物件のオー

ナー」は、まちづくりをどのように

考えているのでしょうか。

「物件は、物語」

実際、賃貸物件の一室に住んでいる

筆者は、お隣の人とほとんど会話を

したことがありません。越してきて

まだ2冬目、という期間の問題もあり

ますが、子どもが同じ学校に通って

いる、ペットを飼っているなどの

“共通点”でもないかぎり、どれほ

ど長期間住んでもきっとこの状況は

変わらないでしょう。

しかしながら、青木さんの物件は違

います。お隣とデッキ伝いにゆるく

繋がれる・1階の公共スペース（庭）

で定期的にピザを焼くなど、「同じ

屋根の下」にいるもの同士が自然と

触れ合えるような仕掛けをしている

のです。

賃貸住宅とは、人と人との関係があ

ってしかるべき場所。家は買うもの

という価値観を持たず、家という資

産を手に入れない選択をした店子に

対し、大家はそれだけの価値を提供

しなければならない。

入居前に入居者が希望する壁紙を貼

ってもらうようにしている。それを

手伝いに来る既存の入居者とも仲良

くなれる。1階の庭には、入居者に草

花を植えてもらった。自身の植えた

ものは成長が気になるから庭の手入

れもしたくなる。

コンセプトは「育つ賃貸住宅」。周

囲は田んぼや畑。それらの場所とも

繋がるため、垣根は低く作った。店

子同士の繋がりを楽しんでもらうた

め、庭スペースにピザ釜を作った。

それが楽しすぎて頻度が多かった

頃、ご近所から「煙が」と苦情が出

たが、それを逆手に取り、「ピザを

焼きますからご一緒しませんか」と

ご招待すると、ご近所さんとも仲良

くなれた。コミュニティが広がった

瞬間だった。

ときにはご近所の畑のおばちゃんが

野菜を差し入れしてくれることもあ

った。そのたまねぎをアルミホイル

で包み丸焼きにするととても甘くて

おいしい。それをお返しした結果、

その人の畑の一部を入居者が借り、

野菜作りを始め、栽培法をその人か

ら教えてもらうといういい関係が築

けた。

このような雰囲気があれば、入居を

決めた人も「ああ、歓迎されている

な」と思ってくれ、緊張せず生活を

始められる。建物のみならず、その

雰囲気もまた魅力となって賃料を高

く設定しても入居希望者は絶えな

い。

庭の一箇所に、入居者であるアーテ

ィストが黒板絵を展示できるスペー

スを作った。日々、何がしかのメッ

セージを近隣の人に伝えられるよう

にしたものだったが、ある日、「今

日は母の日ですね」という文言を掲

示した。

それまで、敷地を囲う壁を低くして

いたため、ゴミの投げ込みが多数あ

ったが、この日はご近所のお母さん

方へカーネーションを贈る人が多か

った。その理由がこの黒板絵だった

ことを知った“ご近所婦人部”は、

「ゴミのポイ捨て防止」のパトロー

ルを始めてくれた。自分の貸してい

る物件のみならず、近隣の環境へも

感心を持ってくれる人が増えたこと

はうれしかった。

この賃貸物件では、公式ホームペー

ジなどを作り、「成長日記」のよう

に情報公開している。定期的にイベ

ントを行い、それに地域の人にも参

加してもらいながら、「地域・店

子」をゆるい、いいかえれば気持ち

よい距離感で結んでいく仕組みを作

っている。

―同じ“家”に住んでいる人同士だ

けでなく、ご近所との繋がりもでき

たら、そこでの子育てへの不安は減

るでしょう。もちろん、同じ物件に

住む人同士も仲がよければ、この上

ない安心感です。

もしも筆者が子育て中にこんな物件

に出会え、入居できていれば、きっ

と安心して子育てできただろう、名

前しか知らない人と生活する不安・

不便は感じなかっただろうと思いま

す。

日本の全世帯における単独世帯・夫

婦のみの世帯・夫婦と子どものみの

世帯・一人親と未婚の子の世帯（≒

核家族）の率は、平成28年時点でな

んと78.9％にも上ります。これに今

後高齢者の独り住まいが増えていく

となると…やはり、コミュニティが

出来上がっていて、そのコミュニテ

ィの質は重要と思えてきます（平成

28年国民生活基礎調査の概況・世帯

数と世帯人数の状況│厚生労働省）。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/02.pdf

“コミュニティ作り”が認められ

JR宿舎のリノベーション依頼が！

このようにして、青木さんのコミュ

ニティ作りの“実力”が広く知ら

れ、いよいよリノベーションの仕事

が舞い込みました。JRの社宅を楽し

い住まいに変えるというものです。

今この記事をパソコンないしはスマ

ートフォンなどでご覧になっている

方は、以下のURLからその公式サイト

にアクセスしてみてください。これ

が、元社宅なのか、という驚きが待

っていますよ（アールリエット高円

寺│株式会社ジェイアール東日本都

市開発）。

http://www.jrtk.jp/r-lieto/koenji/

これこそまさに、「今あるもの」

「（ちょっと）古臭いもの」を蘇ら

せた事例です。住む人だけでなく、

近隣の人もふらっと立ち寄れる店舗

が1階に入っています。

JRから、社宅のリノベーションを委

託された。近隣と隔絶するようにそ

びえていた外壁をなくし、1階部分に

店舗と広場を設けた。壁が無いので

人が集まる。イベントもできる。そ

してJR中央線を利用している人から

もその楽しさが見て取れる。「小さ

な公共」は、民間でも充分に取り組

み可能。

消滅可能性都市・

豊島区の公園が蘇る！

少し前に、「消滅可能性都市」とい

う言葉が流行しました。20歳から39

歳の女性の数が2010年から2040年

にかけて5割以下に減る自治体を示す

言葉です。もちろん、人口流出の傾

向も加味されている推定値ですの

で、無視するわけにはいきません。

さて、この日田はどうでしょう。平

成28年現在、日田市の高齢化率は33

％（全国平均26.７％）と高く、ご存

じの通り教育を受けられるのは高校

まででその後進学しようとすると市

外へと人が出て行く状態です（日田

市まち・ひと・しごと創生 人口ビジ

ョン 年齢3区分別人口）。

http://www.city.hita.oita.jp/material/

files/group/9/46406277.pdf

「地方だから」「田舎だから」―そ

んなことはないようです。なんと、

東京の豊島区も消滅可能性都市に

“ランクイン”しているのです。

東京都内でありながら、公園のメン

テナンスが8年間できなかった豊島

区。まさしくスラム化という言葉が

マッチした公園になってしまったと

の事です。

この公園をなんとかしたいと、青木

さんはプロポーザル（公共事業を行

う前の提案募集）に挙手、収益の話

も盛り込んで提案しました。

東京電力が地下変電所を作るという

話があり、それに加え東京メトロの

地下使用料で公園のメンテナンス料

金が賄えることを訴えました。

公園そばのグリーン大通りに店舗を

作り、貸し出すことで賃料も入る。

地域の商店街にもその賃料から0.5％

還元できる。地域の活性化に寄与で

きると伝えた。通りや公園を作れば

よい、ということではなく、いかに

地域にお金が落とせるか、活性化で

きるかを考え抜くかがポイント。

公園を維持する人たちを

クローズアップ

でも、作ったら終わりではないの

が、今回招かれたユニットマスター

のみなさん。青木さんはどのように

して「続けて」いったのでしょう

か。今回の公園とその周辺の取り組

みに継続して関わる、継続して何か

を発信するために、何をしたのでし

ょうか。

公園でしていることは、基本的に家

でしていることの延長。子どもが遊

ぶのもそう。リビングでくつろぐよ

うに芝の上に寝転ぶのもそう。池袋

南公園でのイベントを動画にし、

YouTubeに投稿したところ、区役所

の職員に叱られた。「勝手にしない

で、確認を取って」と。

一方、公園を自由に楽しそうに使って

いる人たちの姿を動画で見た人からも

叱られた。なぜかというと、公園は自

由に使えるどころか、芝の養生のため

に立ち入り禁止になっていたから。確

かに残念に思っただろう。

それらを支える公園指定管理者と相

談をし、芝との付き合い方に関する

フェイスブックページを作って情報

発信をした。芝の成長のためにはこ

れだけの手間がかかります、このよ

うな手入れが必要ですなど…。指定

管理者の中にこまめに情報発信をし

てくれる方がいて、丁寧に説明して

くれる。なおかつ、キャラクターも

作り芝や公園のどこかの風景と一緒

に写真に収めることで、段々認知度

があがり、むしろ公園の手入れをし

てくれている人が「ありがとう」と

声をかけられることが増えたとい

う。

これは、「顔の見える私を持ち込

む」という手法。ネットでは顔が見

えないから批判が出ることがある。

丁寧に仕事内容を説明し、顔を見せ

ることでそれらは「ありがとう」に

変わり得る。

―確かに、お世話をしてくれている

人の苦労にまでは目は行きません

ね。誰が何をしてくれているのかが

わからないというだけで簡単に苦情

だけを言ってしまうのは、もしかし

て日本人の悪いくせ？　と思ってし

まいました。ひとつのコト・モノの

影にいるたくさんの人たちのことに

思いを馳せることができないのな

ら、ネットで見せればいい…。

雑誌やWEBのライターをしている私

でさえ、時々それは忘れてしまうこ

と で し た 。 「 苦 労 し て い る ん で

す！」という発信方法だと拒否感を

示されてしまうけれど、「今日はこ

んな作業をしました」「今の季節、

芝の成長に最も適しています」「一

部のエリア、手入れのために今は使

えません」など、その時々の情報が

あれば、それだけでも「ありがた

い」と思ってしまうでしょう。

情報発信は大事、そしてその表現法

はもっと大事。勉強になります。

「日常を劇場に」

先に公園でしていることと家でして

いることは似ているといったが、時

には“華”があってもいい。そこで

結婚式をする案が挙がった。公園の

一部とはいえ、占用することが問題

視されたため、ロープなど区切りを

使わずに行った。

「これから結婚式をしますので、少

しだけスペースを空けてくださいま

せんか。そして、花嫁が通ったら拍

手をしてくれませんか」と公園利用

者に依頼。皆さん気持ちよく理解し

てくれ、その場が“祝福の輪”に包

まれた。コミュニケーションが最大

の武器、と改めて知った。

―確かに、公共の場を個人的なこと

に使うことは、一部の人にとって不

快なことかもしれません。でも、そ

れが幸せなことなら、拒否する理由

なんてどこにもありませんよね。む

しろその場にいることができてココ

ロが暖かくなるはず…。「日常を劇

場に」。ステキなコンセプトです。

クラウドファンディングで

公園を使い倒す！

「賑わいは滞在時間」

でも、そこに公園がある、というだ

けでは…。日中は子どもの遊び場、

オフィス街の人たちの昼食の場とな

るだけですよね…。いえ、それがNG

とは思いませんが、もっと積極的に

使う方法はないのでしょうか。特に

都会の公園はとても広く、何かもっ

たいない気も…。

「池袋リビングループ」というマル

シェイベントを池袋グリーン大通り

で行った。車のための道路を人のた

めのストリートにしたく、まずは池

袋署へ。しかしながら池袋署では前

例がないといわれ、警視庁に相談に

行った。何とか理解をしてもらえた

が、「みんなのイベント」にするた

め、費用の一部はクラウドファンデ

ィングで調達した。

クラウドファンディングとは、イン

ターネットを使い事業資金を募るこ

と。この方法には「お礼」をつける

ことが通常だが、寄付してくれた人

の名前を札にして公園の一部分に吊

るすことをお礼とした。しかし、中

には「こんな風に公園を使いたかっ

たんです」という理由で、無記名で

寄付してくれた人も多くいた。

このイベントがスムーズに実行でき

たのは、行政と民間（出店者）の間

に会社が入っていたから。出店した

い人を丁寧に選択し、「悪さはしま

せん」「何かあれば会社が責任を持

ちます」といえるから。クラウドフ

ァンディングと出店者の選択で、イ

ベントはつつがなく走り出せた。

マルシェは、生産者と購入者とが

“出会える”場となった。そして来

場者の滞在時間は長かった。賑わい

とは、通行量ではなく滞在時間と気

づかされた。

また、イベントのオープニングに

は、そのエリアの“偉い人”を招い

た。その賑わい創出法を見てもらう

こと、そして、そのイベントのオー

プニングに関与してもらうことで

「前例」を作ることができるから。

―確かに、公園をどう使いたいかは

民間が声を上げるべきで、それをど

う実現するかは警察や役所に手伝っ

てもらわなければならず、公園の楽

しみ方を“引き継いでいく”ために

はそのエリアの“偉い人”に見ても

らうことは自然な流れかもしれな

い。

そうだ、前例は作ればいい。そし

て、そのために役所の人の知恵を借

り、地域の“偉い人”の力を借り、

協力してくれる人を募って、必要な

ときは資金の手伝いをしてくれる人

を見つけ、「一丸」となって取り組

めばいいんだ！

もちろん、それらの準備は大変でし

ょうけれど、やりたいことがある人

は自主的に「公共空間であっても使

わせてください！」と声を上げても

いいんですね。それがみんなのため

であるのなら、きっと協力者は現れ

てくれるはず…。

日田には池袋リビングループの場所

となったグリーン大通りのような広

大な場所はありません。でも、それ

を嘆いても仕方がない…。でも、空

き店舗や公共空間（道路・歩道・河

川等）ならあります。

一時的なイベントではなく、空き

家・空き店舗、公共空間を使ったみ

んなのための常設のお店やゆったり

と集まれる場所ならもっとよし！

3日間通しで多くの人が案を「ねりね

り」したプロジェクトが、うまくス

タートしてくれますように！　

深夜まで行われたグループワークが

形になり、市民に喜ばれる場所にな

りますように！



4　|　 hita Re design program

公も民も変わらなければならない。

「ガイダンス」

ひたReデザインプログラム

コーディネーター　CRA合同会社

代表社員　岡崎正信

「日田駅周辺のまちを変える

　～あなたが変えなくて

誰が変える！～」

株式会社アフタヌーンソサエティ

代表取締役　清水義次

「地域の空間と資源を使って

自分のしたいことではなく、まちの

ための事業興しの3チーム結成！

さて、これまで2回にわたってレポー

トしてきた「ひたReデザインプログ

ラム」ですが、12月20日～22日まで

の3日間は「官民集合研修」としてア

ウトプットを意識したプログラムが

展開されました。

不動産オーナーのご厚意により、ま

ちの賑わいを取り戻すため“不動産

を活用”してもいいよ、と言って頂

いた物件3つと公共空間で、どのよう

な事をすれば市民が楽しめるのか。

それを「事業計画」にまで落とし込

むのです。民間から13名＋官から12

名で構成される3チーム（今回のプロ

グラムではユニットと呼ばれます）

には、1ユニットに1物件がそれぞれ

割り当てられ、その可能性を探りま

す。

まずは、市長からの挨拶。

「今年開講した新しいまちづくりプ

ロジェクトですが、今日からの3日間

初めて官と民が同じフィールドで検

討するプログラムです。市職員から

は経験を、民間からは価値観を出し

合い、暮らしやすく楽しいまちづく

りを考えてもらいたいと思っていま

す。互いを認め合い、補いながら、

そして専門家のアドバイスを得なが

ら 最 終 日 ま で が ん ば っ て く だ さ

い」。

そうだ、市民が欲しいまち

市民が楽しめるまちは

自分たちが

よくわかっているはず

過去のレポートでもお伝えしたとお

り、“ほぼ賑わいがないまち”であ

っても、ひとつふたつと人が集う場

所が発生することでまち全体が活性

化することは理解しています。それ

を目に見えるかたちに近づけるの

が、この3日間で実行すべきこと。民

間（市民）から13名＋官（市職員）

から12名で構成される3ユニットに

は、1物件がそれぞれ割り当てられ、

その可能性を探ります。

まずはガイダンス。

専門家は何をしてくれる？

官と民とで構成されたユニットは、

ほぼ「はじめまして」の状態。そこ

へひとつの物件をあてがい、そこを

どうすれば小さな商いをしながらま

ちの賑わいを作り出せるのか、その

事業には何がどれくらい必要で、法

的な問題をどう解決するか…までを

考えなければなりません。

そこで、専門家の登場です。これま

で「今そこにある建物を使い、まち

の価値を上げてきた」人たちばかり

がこの3日間のために集結していま

す。ユニットメンバーの期待は高ま

る…。

市長の挨拶の後、今回のひたReデザ

インプログラムコーディネーターの

岡崎正信さんのガイダンスが始まり

ました。

「ユニットをサポートするユニット

マスターは、指示はしません」。ん

…。専門家なので、積極的にご意見

を頂きたいところなのですが…。は

て、そのココロは…。

ガイダンスを要約すると

日本の衝撃の姿が見えてきた！

岡崎さんのガイダンスをかいつまん

でみます。特に筆者の心に残ったこ

とをまとめてみると、次の通りで

す。なんと恐ろしく、なんと楽しそ

うなんだろう、というのが感想で

す。まさしく、ピンチはチャンス！

　それでは、ガイダンス開始！

国の人口は、年間100万人ずつ減る衝

撃的な時代に突入した。言い換えれ

ば「誰にも頼れない時代」。これま

では官は官、民は民と役割分担をし

てきたが、官であっても日田市民。

官も民も相互に支えあう必要があ

る。

公、つまり市民全体にかかる仕事は

官が支えてきたが、ここのところ、

パブリックマインド（公のこころ）

を持った民が現れ、公を支えること

も増えてきた。まさしく「潮目が変

わった」というイメージ。

ユニットマスターは指示はしない。

ユニットメンバー自身が「何をした

い」と考えていなければアドバイス

はできないから。ユニットマスター

は日田市民ではない。日田市民でな

い分、俯瞰はできる。そして、これ

までの経験をもとにユニットの意見

の集約をしたり、アドバイスをする

ことはできる。

今回行うことは、新しい「ハコモノ

作り」ではない。今まさに実在する

遊休不動産や公共空間をどう活用す

るかを考えること。工事が始まった

駅前広場がまさしく旗印となるは

ず。広場は整備されたけれど誰もい

ないということがないようしっかり

考えて欲しい。

まだこれからどうなるかわからな

い、ということは、言い換えれば

「伸び代しかない」ということ。

「こんなもの作ってもダメ」という

のは簡単。そうではなく「伸び代し

かない」と思えばいい。

とはいえ、人のいない駅前は珍しく

はない。人のいる広場になるよう市

民目線で事業を再構築してほしい。

オーナーのご厚意で使ってもいい、

と言っていただいた物件は駅に程近

い場所ばかり。これをどう使うのか

はユニットメンバー次第。

特急が停まる駅前なのだから、これ

らの物件を有償であるとしても「使

っていい」と言っていただけたのだ

から、これは資産。お宝としか言い

ようがない。最終日には、不動産オ

ーナーに事業計画を提示するところ

にまで持っていくことが目標。市民

も職員もシチズン（市民）として一

体化、チームとなろう。それぞれの

得意分野を発揮しながら、自分の持

つまちへの思いをぶつけ合おう。

この3日間を通し、ユニットの提案内

容が180度、いや、それ以上に変更

されることもあるだろう。しかしな

がら、「こんなものがあったらいい

な」という単なる思いではいけな

い。それは「お金があったら何をし

よう」というレベルの妄想に過ぎな

い。実現すること、実現に近づける

ところまでを実践してもらいたい。

今一度伝えたい「官民集合研修での

条件」は次の通り。

・事業を創る

・自分で考える

・発言しまくる

・時間を守る

・無理というな（自分の想定外のこ

とを人は否定するから体験したこ

とのある人を探す）

・制度は変えろ（行政の制度は、人

口が増えることを想定した頃のも

のだ）

・徹底的に尖れ（ライバルのいない

分野で突出するために）

・意見に拘るな（アマゾンはシアト

ルの廃病院から、スターバックス

もシアトル廃校から、コストコは

プレハブから。事業のスタートは

案外建物に拘っていない企業も多

い）

・中途半端は悪

・ユニットマスターを使え（どんど

んアドバイスをもらえ）

・公共施設を公共に（自分の思い描

く事業だけでなく、それがどのよ

うに市民のためになるのかを考え

ろ）

ここまで伝えればわかってもらえる

と思うが、このプログラムで作り上

げるものは

①物件の使い方

②事業を立ち上げる実施メンバーの

決定

③事業計画作成

④必要な行政手続き

⑤障壁があるのなら、その解消方法

を導き出す

の5点。

これらを行う手順は、日田駅を中心

に200メートルの範囲内の「読み解

き」と「再定義」。昔はどうだっ

た、と歴史を知ることは必要だが、

それにとらわれすぎ、こうあるべき

と決め付けないことが必要。それは

単なる先入観だ。

まず、まちを歩こう。オーナーの話

を聞こう。歴史を知ろう。人の動き

を観察しよう。これから訪れる未来

を思い描こう。これらの作業を、ユ

ニットマスターは「まちの文脈を読

み解く」という。

民間からの参加者には、「そろばん

なき提案はNG」と、市職員には「指

示や与えられた職務ではなく、本来

の公務を取り組んでもらいたい」と

言いたい。実際、この一連の講座は

税金で開催されている。事業化でき

なければ、納税者に申し訳ないとい

う気持ちで臨んで欲しい。

―これから日田がどうなるのか…ド

キドキと動悸が止まりません…。

ユニットマスターのリーダー・

清水義次さん

「あなたが変えなくて

誰が変える！」

ユニットマスターたちが師匠と仰ぐ

清水さん。一部では映画・スターウ

ォーズに登場する「ヨーダ」とも呼

ばれている方です。とても興味深い

昔話から聞かせてくださいました。

「昔々の江戸には、「家守（やも

り）」という人たちがいた。いわゆ

る大家のことだが、不動産の管理か

ら店子の揉め事の整理までしてい

た。当時の江戸の人口は町人だけで

も60万人近くいたとされているが、

いわゆる政治家・役人は250～300人

でその役割を担っていたというのだ

から、この家守はとても大切なもの

だった。家守は家賃収入のみで、役

所からの手当てはもらっておらず、

まちのことを“自分のこと・自分た

ちのこと”として考えていた。」

今必要なのは「現代版・家守」。人

口が減りつつある今こそ、パブリッ

クマインドを持って民間が立ち上が

ることが大切。「公共」は行政が行

えばそれでいい、という時代は終わ

りつつある。

それはなぜか―残念なことに、行政

と一緒にやると、書類作成を含む全

てがまどろっこしい、スピード感に

欠ける。自らで出資し、元手を作

り、空きスペースで「まちのため

に」行えることを探すほうが非常に

早い。

これまでの自分たちのことを振り返

ってみて欲しい。社会の動きや構造

が変わってしまい、バブル崩壊から

デフレ社会へ転換、今後は人口が減

り続ける。これまで計画されていた

「人口右肩上がり」のやり方が通用

しないのはわかりきったこと。

特に35歳以上の人たちには責任があ

ると考えている。これまでのやり方

ではダメなことに気づき始めている

だろうし、実際まちが衰退しはじめ

ていることを実感しているはず。こ

の環境の中で何をすべきかを知り、

自分たちより下の世代の人たちに

「このようなときはこうすればい

い」とアドバイスできる人材になっ

ておいて欲しい。

日田のまちを変えるため、今回使用

の許可を与えてもらえた場所は日田

駅周辺の3物件。これほど恵まれた条

件は他にはないだろう。また、駅周

辺は駐車場や道路が多い。民間の土

地ならば賃料を払い、道路ならば占

有料を払えば、自分たちの望む楽し

いまちができあがる可能性が大いに

ある。

現代版・家守会社を作ろう。腹を割

って話せる人たちで本音の議論をし

よう。得意分野が異なるチームがい

い。会社にすると、みんなが「自分

のこと」として考えられるので、ど

んなに小さな規模でもいい、会社か

ら事業を興そう。まちの悩みを解決

しながら商売できる仕組みを作ろ

う。そして、儲けが出ればまちに再

投資をしよう。もちろん、家守会社

に属する人たちそれぞれが兼業でで

きる小さな事業でいい。

プロジェクトの実行のプロセスは、

・事業は小さく始め、自立型まちづ

くり会社にする。

・実行・反応を見る・考えるを続け

る。成功するまで。

・ひとつの成功事例を作ることがで

きれば、他の不動産オーナーを動

かせる。まち全体が動き出す。

・利益を上げ続ける決意を持つ。

・もしも補助金が必要なときは当初

のみ。早く補助金から脱却。

・役所も補助金交付を我慢する。自

立できるプロジェクトを発見でき

たら、金融機関からの融資へシフ

トする手伝いをしてもらいたい。

―確かにそうです。これまでの都市

計画などのもろもろ、人口も経済状

況も“右肩上がり”で計算されたも

のだったはずです。しかしながら

今、超高齢化・過疎化・若者の収入

低下…暗いイメージの未来しか見え

ません。それでもなお、楽しく、補

助金に頼らない自立した暮らしを得

たいのなら、自分たちのこととして

考えるしか方法はなさそうです。

どの自治体もほぼ同じように、税収

も国に依存している地方交付税が今

後減少していくでしょう。その中に

あって、どう自分たちが生き残るか

…。その点で一番頭を悩ませている

のは市の職員や議員の皆さんです。

同じ市で暮らしている私たち市民

が、それを“スルー”していていい

訳がありません。

「尖ったコンテンツと

情報発信が命綱」

私たちは、何か面白そうな場所・美

味しそうなお店・子どもを遊ばせる

ことのできるところを探すために何

を使っているでしょうか。そう、タ

ウン誌やガイドブック、そしてイン

ターネットです。それらで多く取り

上げられるのは「尖ったコンテン

ツ」。

清水さんはこう言います。

旅行へ出かける際、人は必ず下調べ

をする。中にはガイドブックには載

っていない、自分の心を揺さぶるも

のを持っている所を目指す。私の場

合、知り合いが久留米市に行くと聞

くと、ある路地裏に小さな店を構え

るコーヒー店で焙煎した豆を買って

きて欲しいと依頼する。とてもうま

いコーヒーだ。これこそ、「尖った

コンテンツ」といえる。

面白いことに、情報発信数と来店者

数とは比例している。わざわざ雑誌

にお金を出して出稿しなくても、本

当にいいもの・面白いものはネット

への露出数（口コミ・リツイート・

シェア・いいね、など）が自然と増

加する。昔はなかったもの、つまり

インターネットで拡散したくなるコ

ンテンツを作り、常に情報発信でき

る体制を作っておくことが必要。

もちろん、市外からの観光客を呼び

寄せることも大事だが、日田で生産

されたものを日田市民が消費できれ

ば、自立した市となれる可能性が高

まる。まちも活性化し、若者も「日

田は楽しい」と思えるだろう。

悲しいかな、近年は大手チェーン店

であっても苦戦している。インター

ネット通販が台頭してから、苦戦続

きだ。それならば、そこでしか体験

できないもの・手に入らないもの

（つまり尖ったコンテンツ）を作り

出すことが一番。

そのためには、まちの観察は最大の

ポイント。市民を中心として考える

のなら、まち行く人の服装や動き方

を注意深く見てみよう。服装はいわ

ゆる客層を現す。まちでの動き方を

見れば、まちに何が不足しているか

がわかる。客層と不足しているもの

を充分に理解できれば、自然と提供

しなければならないものが見えてく

るはずだ。

―私たちは、日田のことを知り尽く

しているだろうか？　足りないもの

を嘆き、安易に「日田は面白くな

い」と言っていないだろうか？　そ

んなことを考えさせられました。

「みんなのためのものは

誰のためでもない」

株式会社まめくらし代表取締役

株式会社nest代表取締役

青木 純

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。そのおひとりは、

自身が不動産オーナーである青木純

さん。賃貸物件を貸す側の方のお話

ですので、これは興味津々です。

青木さんの物件はとても人気で、事

前にホームページからプチ・論文の

ようなものを送り、それをパスしな

ければ入居できないほど。これによ

って小さなコミュニティ作りに取り

組んでいます。

もしもこのお話を聞きたいときは、

「TED×Tokyo 2014」を見てみてく

ださい。10分ほどの動画ですが、ス

ライドを用いながらのお話ですの

で、イメージしやすくなると思いま

す。

https://www.youtube.com/

watch?v=34kEARK5yfU　

（青木純 TED×Tokyo 2014）

そのような「幸せな賃貸物件のオー

ナー」は、まちづくりをどのように

考えているのでしょうか。

「物件は、物語」

実際、賃貸物件の一室に住んでいる

筆者は、お隣の人とほとんど会話を

したことがありません。越してきて

まだ2冬目、という期間の問題もあり

ますが、子どもが同じ学校に通って

いる、ペットを飼っているなどの

“共通点”でもないかぎり、どれほ

ど長期間住んでもきっとこの状況は

変わらないでしょう。

しかしながら、青木さんの物件は違

います。お隣とデッキ伝いにゆるく

繋がれる・1階の公共スペース（庭）

で定期的にピザを焼くなど、「同じ

屋根の下」にいるもの同士が自然と

触れ合えるような仕掛けをしている

のです。

賃貸住宅とは、人と人との関係があ

ってしかるべき場所。家は買うもの

という価値観を持たず、家という資

産を手に入れない選択をした店子に

対し、大家はそれだけの価値を提供

しなければならない。

入居前に入居者が希望する壁紙を貼

ってもらうようにしている。それを

手伝いに来る既存の入居者とも仲良

くなれる。1階の庭には、入居者に草

花を植えてもらった。自身の植えた

ものは成長が気になるから庭の手入

れもしたくなる。

コンセプトは「育つ賃貸住宅」。周

囲は田んぼや畑。それらの場所とも

繋がるため、垣根は低く作った。店

子同士の繋がりを楽しんでもらうた

め、庭スペースにピザ釜を作った。

それが楽しすぎて頻度が多かった

頃、ご近所から「煙が」と苦情が出

たが、それを逆手に取り、「ピザを

焼きますからご一緒しませんか」と

ご招待すると、ご近所さんとも仲良

くなれた。コミュニティが広がった

瞬間だった。

ときにはご近所の畑のおばちゃんが

野菜を差し入れしてくれることもあ

った。そのたまねぎをアルミホイル

で包み丸焼きにするととても甘くて

おいしい。それをお返しした結果、

その人の畑の一部を入居者が借り、

野菜作りを始め、栽培法をその人か

ら教えてもらうといういい関係が築

けた。

このような雰囲気があれば、入居を

決めた人も「ああ、歓迎されている

な」と思ってくれ、緊張せず生活を

始められる。建物のみならず、その

雰囲気もまた魅力となって賃料を高

く設定しても入居希望者は絶えな

い。

庭の一箇所に、入居者であるアーテ

ィストが黒板絵を展示できるスペー

スを作った。日々、何がしかのメッ

セージを近隣の人に伝えられるよう

にしたものだったが、ある日、「今

日は母の日ですね」という文言を掲

示した。

それまで、敷地を囲う壁を低くして

いたため、ゴミの投げ込みが多数あ

ったが、この日はご近所のお母さん

方へカーネーションを贈る人が多か

った。その理由がこの黒板絵だった

ことを知った“ご近所婦人部”は、

「ゴミのポイ捨て防止」のパトロー

ルを始めてくれた。自分の貸してい

る物件のみならず、近隣の環境へも

感心を持ってくれる人が増えたこと

はうれしかった。

この賃貸物件では、公式ホームペー

ジなどを作り、「成長日記」のよう

に情報公開している。定期的にイベ

ントを行い、それに地域の人にも参

加してもらいながら、「地域・店

子」をゆるい、いいかえれば気持ち

よい距離感で結んでいく仕組みを作

っている。

―同じ“家”に住んでいる人同士だ

けでなく、ご近所との繋がりもでき

たら、そこでの子育てへの不安は減

るでしょう。もちろん、同じ物件に

住む人同士も仲がよければ、この上

ない安心感です。

もしも筆者が子育て中にこんな物件

に出会え、入居できていれば、きっ

と安心して子育てできただろう、名

前しか知らない人と生活する不安・

不便は感じなかっただろうと思いま

す。

日本の全世帯における単独世帯・夫

婦のみの世帯・夫婦と子どものみの

世帯・一人親と未婚の子の世帯（≒

核家族）の率は、平成28年時点でな

んと78.9％にも上ります。これに今

後高齢者の独り住まいが増えていく

となると…やはり、コミュニティが

出来上がっていて、そのコミュニテ

ィの質は重要と思えてきます（平成

28年国民生活基礎調査の概況・世帯

数と世帯人数の状況│厚生労働省）。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/02.pdf

“コミュニティ作り”が認められ

JR宿舎のリノベーション依頼が！

このようにして、青木さんのコミュ

ニティ作りの“実力”が広く知ら

れ、いよいよリノベーションの仕事

が舞い込みました。JRの社宅を楽し

い住まいに変えるというものです。

今この記事をパソコンないしはスマ

ートフォンなどでご覧になっている

方は、以下のURLからその公式サイト

にアクセスしてみてください。これ

が、元社宅なのか、という驚きが待

っていますよ（アールリエット高円

寺│株式会社ジェイアール東日本都

市開発）。

http://www.jrtk.jp/r-lieto/koenji/

これこそまさに、「今あるもの」

「（ちょっと）古臭いもの」を蘇ら

せた事例です。住む人だけでなく、

近隣の人もふらっと立ち寄れる店舗

が1階に入っています。

JRから、社宅のリノベーションを委

託された。近隣と隔絶するようにそ

びえていた外壁をなくし、1階部分に

店舗と広場を設けた。壁が無いので

人が集まる。イベントもできる。そ

してJR中央線を利用している人から

もその楽しさが見て取れる。「小さ

な公共」は、民間でも充分に取り組

み可能。

消滅可能性都市・

豊島区の公園が蘇る！

少し前に、「消滅可能性都市」とい

う言葉が流行しました。20歳から39

歳の女性の数が2010年から2040年

にかけて5割以下に減る自治体を示す

言葉です。もちろん、人口流出の傾

向も加味されている推定値ですの

で、無視するわけにはいきません。

さて、この日田はどうでしょう。平

成28年現在、日田市の高齢化率は33

％（全国平均26.７％）と高く、ご存

じの通り教育を受けられるのは高校

まででその後進学しようとすると市

外へと人が出て行く状態です（日田

市まち・ひと・しごと創生 人口ビジ

ョン 年齢3区分別人口）。

http://www.city.hita.oita.jp/material/

files/group/9/46406277.pdf

「地方だから」「田舎だから」―そ

んなことはないようです。なんと、

東京の豊島区も消滅可能性都市に

“ランクイン”しているのです。

東京都内でありながら、公園のメン

テナンスが8年間できなかった豊島

区。まさしくスラム化という言葉が

マッチした公園になってしまったと

の事です。

この公園をなんとかしたいと、青木

さんはプロポーザル（公共事業を行

う前の提案募集）に挙手、収益の話

も盛り込んで提案しました。

東京電力が地下変電所を作るという

話があり、それに加え東京メトロの

地下使用料で公園のメンテナンス料

金が賄えることを訴えました。

公園そばのグリーン大通りに店舗を

作り、貸し出すことで賃料も入る。

地域の商店街にもその賃料から0.5％

還元できる。地域の活性化に寄与で

きると伝えた。通りや公園を作れば

よい、ということではなく、いかに

地域にお金が落とせるか、活性化で

きるかを考え抜くかがポイント。

公園を維持する人たちを

クローズアップ

でも、作ったら終わりではないの

が、今回招かれたユニットマスター

のみなさん。青木さんはどのように

して「続けて」いったのでしょう

か。今回の公園とその周辺の取り組

みに継続して関わる、継続して何か

を発信するために、何をしたのでし

ょうか。

公園でしていることは、基本的に家

でしていることの延長。子どもが遊

ぶのもそう。リビングでくつろぐよ

うに芝の上に寝転ぶのもそう。池袋

南公園でのイベントを動画にし、

YouTubeに投稿したところ、区役所

の職員に叱られた。「勝手にしない

で、確認を取って」と。

一方、公園を自由に楽しそうに使って

いる人たちの姿を動画で見た人からも

叱られた。なぜかというと、公園は自

由に使えるどころか、芝の養生のため

に立ち入り禁止になっていたから。確

かに残念に思っただろう。

それらを支える公園指定管理者と相

談をし、芝との付き合い方に関する

フェイスブックページを作って情報

発信をした。芝の成長のためにはこ

れだけの手間がかかります、このよ

うな手入れが必要ですなど…。指定

管理者の中にこまめに情報発信をし

てくれる方がいて、丁寧に説明して

くれる。なおかつ、キャラクターも

作り芝や公園のどこかの風景と一緒

に写真に収めることで、段々認知度

があがり、むしろ公園の手入れをし

てくれている人が「ありがとう」と

声をかけられることが増えたとい

う。

これは、「顔の見える私を持ち込

む」という手法。ネットでは顔が見

えないから批判が出ることがある。

丁寧に仕事内容を説明し、顔を見せ

ることでそれらは「ありがとう」に

変わり得る。

―確かに、お世話をしてくれている

人の苦労にまでは目は行きません

ね。誰が何をしてくれているのかが

わからないというだけで簡単に苦情

だけを言ってしまうのは、もしかし

て日本人の悪いくせ？　と思ってし

まいました。ひとつのコト・モノの

影にいるたくさんの人たちのことに

思いを馳せることができないのな

ら、ネットで見せればいい…。

雑誌やWEBのライターをしている私

でさえ、時々それは忘れてしまうこ

と で し た 。 「 苦 労 し て い る ん で

す！」という発信方法だと拒否感を

示されてしまうけれど、「今日はこ

んな作業をしました」「今の季節、

芝の成長に最も適しています」「一

部のエリア、手入れのために今は使

えません」など、その時々の情報が

あれば、それだけでも「ありがた

い」と思ってしまうでしょう。

情報発信は大事、そしてその表現法

はもっと大事。勉強になります。

「日常を劇場に」

先に公園でしていることと家でして

いることは似ているといったが、時

には“華”があってもいい。そこで

結婚式をする案が挙がった。公園の

一部とはいえ、占用することが問題

視されたため、ロープなど区切りを

使わずに行った。

「これから結婚式をしますので、少

しだけスペースを空けてくださいま

せんか。そして、花嫁が通ったら拍

手をしてくれませんか」と公園利用

者に依頼。皆さん気持ちよく理解し

てくれ、その場が“祝福の輪”に包

まれた。コミュニケーションが最大

の武器、と改めて知った。

―確かに、公共の場を個人的なこと

に使うことは、一部の人にとって不

快なことかもしれません。でも、そ

れが幸せなことなら、拒否する理由

なんてどこにもありませんよね。む

しろその場にいることができてココ

ロが暖かくなるはず…。「日常を劇

場に」。ステキなコンセプトです。

クラウドファンディングで

公園を使い倒す！

「賑わいは滞在時間」

でも、そこに公園がある、というだ

けでは…。日中は子どもの遊び場、

オフィス街の人たちの昼食の場とな

るだけですよね…。いえ、それがNG

とは思いませんが、もっと積極的に

使う方法はないのでしょうか。特に

都会の公園はとても広く、何かもっ

たいない気も…。

「池袋リビングループ」というマル

シェイベントを池袋グリーン大通り

で行った。車のための道路を人のた

めのストリートにしたく、まずは池

袋署へ。しかしながら池袋署では前

例がないといわれ、警視庁に相談に

行った。何とか理解をしてもらえた

が、「みんなのイベント」にするた

め、費用の一部はクラウドファンデ

ィングで調達した。

クラウドファンディングとは、イン

ターネットを使い事業資金を募るこ

と。この方法には「お礼」をつける

ことが通常だが、寄付してくれた人

の名前を札にして公園の一部分に吊

るすことをお礼とした。しかし、中

には「こんな風に公園を使いたかっ

たんです」という理由で、無記名で

寄付してくれた人も多くいた。

このイベントがスムーズに実行でき

たのは、行政と民間（出店者）の間

に会社が入っていたから。出店した

い人を丁寧に選択し、「悪さはしま

せん」「何かあれば会社が責任を持

ちます」といえるから。クラウドフ

ァンディングと出店者の選択で、イ

ベントはつつがなく走り出せた。

マルシェは、生産者と購入者とが

“出会える”場となった。そして来

場者の滞在時間は長かった。賑わい

とは、通行量ではなく滞在時間と気

づかされた。

また、イベントのオープニングに

は、そのエリアの“偉い人”を招い

た。その賑わい創出法を見てもらう

こと、そして、そのイベントのオー

プニングに関与してもらうことで

「前例」を作ることができるから。

―確かに、公園をどう使いたいかは

民間が声を上げるべきで、それをど

う実現するかは警察や役所に手伝っ

てもらわなければならず、公園の楽

しみ方を“引き継いでいく”ために

はそのエリアの“偉い人”に見ても

らうことは自然な流れかもしれな

い。

そうだ、前例は作ればいい。そし

て、そのために役所の人の知恵を借

り、地域の“偉い人”の力を借り、

協力してくれる人を募って、必要な

ときは資金の手伝いをしてくれる人

を見つけ、「一丸」となって取り組

めばいいんだ！

もちろん、それらの準備は大変でし

ょうけれど、やりたいことがある人

は自主的に「公共空間であっても使

わせてください！」と声を上げても

いいんですね。それがみんなのため

であるのなら、きっと協力者は現れ

てくれるはず…。

日田には池袋リビングループの場所

となったグリーン大通りのような広

大な場所はありません。でも、それ

を嘆いても仕方がない…。でも、空

き店舗や公共空間（道路・歩道・河

川等）ならあります。

一時的なイベントではなく、空き

家・空き店舗、公共空間を使ったみ

んなのための常設のお店やゆったり

と集まれる場所ならもっとよし！

3日間通しで多くの人が案を「ねりね

り」したプロジェクトが、うまくス

タートしてくれますように！　

深夜まで行われたグループワークが

形になり、市民に喜ばれる場所にな

りますように！
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「ガイダンス」

ひたReデザインプログラム

コーディネーター　CRA合同会社

代表社員　岡崎正信

「日田駅周辺のまちを変える

　～あなたが変えなくて

誰が変える！～」

株式会社アフタヌーンソサエティ

代表取締役　清水義次

「地域の空間と資源を使って

自分のしたいことではなく、まちの

ための事業興しの3チーム結成！

さて、これまで2回にわたってレポー

トしてきた「ひたReデザインプログ

ラム」ですが、12月20日～22日まで

の3日間は「官民集合研修」としてア

ウトプットを意識したプログラムが

展開されました。

不動産オーナーのご厚意により、ま

ちの賑わいを取り戻すため“不動産

を活用”してもいいよ、と言って頂

いた物件3つと公共空間で、どのよう

な事をすれば市民が楽しめるのか。

それを「事業計画」にまで落とし込

むのです。民間から13名＋官から12

名で構成される3チーム（今回のプロ

グラムではユニットと呼ばれます）

には、1ユニットに1物件がそれぞれ

割り当てられ、その可能性を探りま

す。

まずは、市長からの挨拶。

「今年開講した新しいまちづくりプ

ロジェクトですが、今日からの3日間

初めて官と民が同じフィールドで検

討するプログラムです。市職員から

は経験を、民間からは価値観を出し

合い、暮らしやすく楽しいまちづく

りを考えてもらいたいと思っていま

す。互いを認め合い、補いながら、

そして専門家のアドバイスを得なが

ら 最 終 日 ま で が ん ば っ て く だ さ

い」。

そうだ、市民が欲しいまち

市民が楽しめるまちは

自分たちが

よくわかっているはず

過去のレポートでもお伝えしたとお

り、“ほぼ賑わいがないまち”であ

っても、ひとつふたつと人が集う場

所が発生することでまち全体が活性

化することは理解しています。それ

を目に見えるかたちに近づけるの

が、この3日間で実行すべきこと。民

間（市民）から13名＋官（市職員）

から12名で構成される3ユニットに

は、1物件がそれぞれ割り当てられ、

その可能性を探ります。

まずはガイダンス。

専門家は何をしてくれる？

官と民とで構成されたユニットは、

ほぼ「はじめまして」の状態。そこ

へひとつの物件をあてがい、そこを

どうすれば小さな商いをしながらま

ちの賑わいを作り出せるのか、その

事業には何がどれくらい必要で、法

的な問題をどう解決するか…までを

考えなければなりません。

そこで、専門家の登場です。これま

で「今そこにある建物を使い、まち

の価値を上げてきた」人たちばかり

がこの3日間のために集結していま

す。ユニットメンバーの期待は高ま

る…。

市長の挨拶の後、今回のひたReデザ

インプログラムコーディネーターの

岡崎正信さんのガイダンスが始まり

ました。

「ユニットをサポートするユニット

マスターは、指示はしません」。ん

…。専門家なので、積極的にご意見

を頂きたいところなのですが…。は

て、そのココロは…。

ガイダンスを要約すると

日本の衝撃の姿が見えてきた！

岡崎さんのガイダンスをかいつまん

でみます。特に筆者の心に残ったこ

とをまとめてみると、次の通りで

す。なんと恐ろしく、なんと楽しそ

うなんだろう、というのが感想で

す。まさしく、ピンチはチャンス！

　それでは、ガイダンス開始！

国の人口は、年間100万人ずつ減る衝

撃的な時代に突入した。言い換えれ

ば「誰にも頼れない時代」。これま

では官は官、民は民と役割分担をし

てきたが、官であっても日田市民。

官も民も相互に支えあう必要があ

る。

公、つまり市民全体にかかる仕事は

官が支えてきたが、ここのところ、

パブリックマインド（公のこころ）

を持った民が現れ、公を支えること

も増えてきた。まさしく「潮目が変

わった」というイメージ。

ユニットマスターは指示はしない。

ユニットメンバー自身が「何をした

い」と考えていなければアドバイス

はできないから。ユニットマスター

は日田市民ではない。日田市民でな

い分、俯瞰はできる。そして、これ

までの経験をもとにユニットの意見

の集約をしたり、アドバイスをする

ことはできる。

今回行うことは、新しい「ハコモノ

作り」ではない。今まさに実在する

遊休不動産や公共空間をどう活用す

るかを考えること。工事が始まった

駅前広場がまさしく旗印となるは

ず。広場は整備されたけれど誰もい

ないということがないようしっかり

考えて欲しい。

まだこれからどうなるかわからな

い、ということは、言い換えれば

「伸び代しかない」ということ。

「こんなもの作ってもダメ」という

のは簡単。そうではなく「伸び代し

かない」と思えばいい。

とはいえ、人のいない駅前は珍しく

はない。人のいる広場になるよう市

民目線で事業を再構築してほしい。

オーナーのご厚意で使ってもいい、

と言っていただいた物件は駅に程近

い場所ばかり。これをどう使うのか

はユニットメンバー次第。

特急が停まる駅前なのだから、これ

らの物件を有償であるとしても「使

っていい」と言っていただけたのだ

から、これは資産。お宝としか言い

ようがない。最終日には、不動産オ

ーナーに事業計画を提示するところ

にまで持っていくことが目標。市民

も職員もシチズン（市民）として一

体化、チームとなろう。それぞれの

得意分野を発揮しながら、自分の持

つまちへの思いをぶつけ合おう。

この3日間を通し、ユニットの提案内

容が180度、いや、それ以上に変更

されることもあるだろう。しかしな

がら、「こんなものがあったらいい

な」という単なる思いではいけな

い。それは「お金があったら何をし

よう」というレベルの妄想に過ぎな

い。実現すること、実現に近づける

ところまでを実践してもらいたい。

今一度伝えたい「官民集合研修での

条件」は次の通り。

・事業を創る

・自分で考える

・発言しまくる

・時間を守る

・無理というな（自分の想定外のこ

とを人は否定するから体験したこ

とのある人を探す）

・制度は変えろ（行政の制度は、人

口が増えることを想定した頃のも

のだ）

・徹底的に尖れ（ライバルのいない

分野で突出するために）

・意見に拘るな（アマゾンはシアト

ルの廃病院から、スターバックス

もシアトル廃校から、コストコは

プレハブから。事業のスタートは

案外建物に拘っていない企業も多

い）

・中途半端は悪

・ユニットマスターを使え（どんど

んアドバイスをもらえ）

・公共施設を公共に（自分の思い描

く事業だけでなく、それがどのよ

うに市民のためになるのかを考え

ろ）

ここまで伝えればわかってもらえる

と思うが、このプログラムで作り上

げるものは

①物件の使い方

②事業を立ち上げる実施メンバーの

決定

③事業計画作成

④必要な行政手続き

⑤障壁があるのなら、その解消方法

を導き出す

の5点。

これらを行う手順は、日田駅を中心

に200メートルの範囲内の「読み解

き」と「再定義」。昔はどうだっ

た、と歴史を知ることは必要だが、

それにとらわれすぎ、こうあるべき

と決め付けないことが必要。それは

単なる先入観だ。

まず、まちを歩こう。オーナーの話

を聞こう。歴史を知ろう。人の動き

を観察しよう。これから訪れる未来

を思い描こう。これらの作業を、ユ

ニットマスターは「まちの文脈を読

み解く」という。

民間からの参加者には、「そろばん

なき提案はNG」と、市職員には「指

示や与えられた職務ではなく、本来

の公務を取り組んでもらいたい」と

言いたい。実際、この一連の講座は

税金で開催されている。事業化でき

なければ、納税者に申し訳ないとい

う気持ちで臨んで欲しい。

―これから日田がどうなるのか…ド

キドキと動悸が止まりません…。

ユニットマスターのリーダー・

清水義次さん

「あなたが変えなくて

誰が変える！」

ユニットマスターたちが師匠と仰ぐ

清水さん。一部では映画・スターウ

ォーズに登場する「ヨーダ」とも呼

ばれている方です。とても興味深い

昔話から聞かせてくださいました。

「昔々の江戸には、「家守（やも

り）」という人たちがいた。いわゆ

る大家のことだが、不動産の管理か

ら店子の揉め事の整理までしてい

た。当時の江戸の人口は町人だけで

も60万人近くいたとされているが、

いわゆる政治家・役人は250～300人

でその役割を担っていたというのだ

から、この家守はとても大切なもの

だった。家守は家賃収入のみで、役

所からの手当てはもらっておらず、

まちのことを“自分のこと・自分た

ちのこと”として考えていた。」

今必要なのは「現代版・家守」。人

口が減りつつある今こそ、パブリッ

クマインドを持って民間が立ち上が

ることが大切。「公共」は行政が行

えばそれでいい、という時代は終わ

りつつある。

それはなぜか―残念なことに、行政

と一緒にやると、書類作成を含む全

てがまどろっこしい、スピード感に

欠ける。自らで出資し、元手を作

り、空きスペースで「まちのため

に」行えることを探すほうが非常に

早い。

これまでの自分たちのことを振り返

ってみて欲しい。社会の動きや構造

が変わってしまい、バブル崩壊から

デフレ社会へ転換、今後は人口が減

り続ける。これまで計画されていた

「人口右肩上がり」のやり方が通用

しないのはわかりきったこと。

特に35歳以上の人たちには責任があ

ると考えている。これまでのやり方

ではダメなことに気づき始めている

だろうし、実際まちが衰退しはじめ

ていることを実感しているはず。こ

の環境の中で何をすべきかを知り、

自分たちより下の世代の人たちに

「このようなときはこうすればい

い」とアドバイスできる人材になっ

ておいて欲しい。

日田のまちを変えるため、今回使用

の許可を与えてもらえた場所は日田

駅周辺の3物件。これほど恵まれた条

件は他にはないだろう。また、駅周

辺は駐車場や道路が多い。民間の土

地ならば賃料を払い、道路ならば占

有料を払えば、自分たちの望む楽し

いまちができあがる可能性が大いに

ある。

現代版・家守会社を作ろう。腹を割

って話せる人たちで本音の議論をし

よう。得意分野が異なるチームがい

い。会社にすると、みんなが「自分

のこと」として考えられるので、ど

んなに小さな規模でもいい、会社か

ら事業を興そう。まちの悩みを解決

しながら商売できる仕組みを作ろ

う。そして、儲けが出ればまちに再

投資をしよう。もちろん、家守会社

に属する人たちそれぞれが兼業でで

きる小さな事業でいい。

プロジェクトの実行のプロセスは、

・事業は小さく始め、自立型まちづ

くり会社にする。

・実行・反応を見る・考えるを続け

る。成功するまで。

・ひとつの成功事例を作ることがで

きれば、他の不動産オーナーを動

かせる。まち全体が動き出す。

・利益を上げ続ける決意を持つ。

・もしも補助金が必要なときは当初

のみ。早く補助金から脱却。

・役所も補助金交付を我慢する。自

立できるプロジェクトを発見でき

たら、金融機関からの融資へシフ

トする手伝いをしてもらいたい。

―確かにそうです。これまでの都市

計画などのもろもろ、人口も経済状

況も“右肩上がり”で計算されたも

のだったはずです。しかしながら

今、超高齢化・過疎化・若者の収入

低下…暗いイメージの未来しか見え

ません。それでもなお、楽しく、補

助金に頼らない自立した暮らしを得

たいのなら、自分たちのこととして

考えるしか方法はなさそうです。

どの自治体もほぼ同じように、税収

も国に依存している地方交付税が今

後減少していくでしょう。その中に

あって、どう自分たちが生き残るか

…。その点で一番頭を悩ませている

のは市の職員や議員の皆さんです。

同じ市で暮らしている私たち市民

が、それを“スルー”していていい

訳がありません。

「尖ったコンテンツと

情報発信が命綱」

私たちは、何か面白そうな場所・美

味しそうなお店・子どもを遊ばせる

ことのできるところを探すために何

を使っているでしょうか。そう、タ

ウン誌やガイドブック、そしてイン

ターネットです。それらで多く取り

上げられるのは「尖ったコンテン

ツ」。

清水さんはこう言います。

旅行へ出かける際、人は必ず下調べ

をする。中にはガイドブックには載

っていない、自分の心を揺さぶるも

のを持っている所を目指す。私の場

合、知り合いが久留米市に行くと聞

くと、ある路地裏に小さな店を構え

るコーヒー店で焙煎した豆を買って

きて欲しいと依頼する。とてもうま

いコーヒーだ。これこそ、「尖った

コンテンツ」といえる。

面白いことに、情報発信数と来店者

数とは比例している。わざわざ雑誌

にお金を出して出稿しなくても、本

当にいいもの・面白いものはネット

への露出数（口コミ・リツイート・

シェア・いいね、など）が自然と増

加する。昔はなかったもの、つまり

インターネットで拡散したくなるコ

ンテンツを作り、常に情報発信でき

る体制を作っておくことが必要。

もちろん、市外からの観光客を呼び

寄せることも大事だが、日田で生産

されたものを日田市民が消費できれ

ば、自立した市となれる可能性が高

まる。まちも活性化し、若者も「日

田は楽しい」と思えるだろう。

悲しいかな、近年は大手チェーン店

であっても苦戦している。インター

ネット通販が台頭してから、苦戦続

きだ。それならば、そこでしか体験

できないもの・手に入らないもの

（つまり尖ったコンテンツ）を作り

出すことが一番。

そのためには、まちの観察は最大の

ポイント。市民を中心として考える

のなら、まち行く人の服装や動き方

を注意深く見てみよう。服装はいわ

ゆる客層を現す。まちでの動き方を

見れば、まちに何が不足しているか

がわかる。客層と不足しているもの

を充分に理解できれば、自然と提供

しなければならないものが見えてく

るはずだ。

―私たちは、日田のことを知り尽く

しているだろうか？　足りないもの

を嘆き、安易に「日田は面白くな

い」と言っていないだろうか？　そ

んなことを考えさせられました。

「みんなのためのものは

誰のためでもない」

株式会社まめくらし代表取締役

株式会社nest代表取締役

青木 純

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。そのおひとりは、

自身が不動産オーナーである青木純

さん。賃貸物件を貸す側の方のお話

ですので、これは興味津々です。

青木さんの物件はとても人気で、事

前にホームページからプチ・論文の

ようなものを送り、それをパスしな

ければ入居できないほど。これによ

って小さなコミュニティ作りに取り

組んでいます。

もしもこのお話を聞きたいときは、

「TED×Tokyo 2014」を見てみてく

ださい。10分ほどの動画ですが、ス

ライドを用いながらのお話ですの

で、イメージしやすくなると思いま

す。

https://www.youtube.com/

watch?v=34kEARK5yfU　

（青木純 TED×Tokyo 2014）

そのような「幸せな賃貸物件のオー

ナー」は、まちづくりをどのように

考えているのでしょうか。

「物件は、物語」

実際、賃貸物件の一室に住んでいる

筆者は、お隣の人とほとんど会話を

したことがありません。越してきて

まだ2冬目、という期間の問題もあり

ますが、子どもが同じ学校に通って

いる、ペットを飼っているなどの

“共通点”でもないかぎり、どれほ

ど長期間住んでもきっとこの状況は

変わらないでしょう。

しかしながら、青木さんの物件は違

います。お隣とデッキ伝いにゆるく

繋がれる・1階の公共スペース（庭）

で定期的にピザを焼くなど、「同じ

屋根の下」にいるもの同士が自然と

触れ合えるような仕掛けをしている

のです。

賃貸住宅とは、人と人との関係があ

ってしかるべき場所。家は買うもの

という価値観を持たず、家という資

産を手に入れない選択をした店子に

対し、大家はそれだけの価値を提供

しなければならない。

入居前に入居者が希望する壁紙を貼

ってもらうようにしている。それを

手伝いに来る既存の入居者とも仲良

くなれる。1階の庭には、入居者に草

花を植えてもらった。自身の植えた

ものは成長が気になるから庭の手入

れもしたくなる。

コンセプトは「育つ賃貸住宅」。周

囲は田んぼや畑。それらの場所とも

繋がるため、垣根は低く作った。店

子同士の繋がりを楽しんでもらうた

め、庭スペースにピザ釜を作った。

それが楽しすぎて頻度が多かった

頃、ご近所から「煙が」と苦情が出

たが、それを逆手に取り、「ピザを

焼きますからご一緒しませんか」と

ご招待すると、ご近所さんとも仲良

くなれた。コミュニティが広がった

瞬間だった。

ときにはご近所の畑のおばちゃんが

野菜を差し入れしてくれることもあ

った。そのたまねぎをアルミホイル

で包み丸焼きにするととても甘くて

おいしい。それをお返しした結果、

その人の畑の一部を入居者が借り、

野菜作りを始め、栽培法をその人か

ら教えてもらうといういい関係が築

けた。

このような雰囲気があれば、入居を

決めた人も「ああ、歓迎されている

な」と思ってくれ、緊張せず生活を

始められる。建物のみならず、その

雰囲気もまた魅力となって賃料を高

く設定しても入居希望者は絶えな

い。

庭の一箇所に、入居者であるアーテ

ィストが黒板絵を展示できるスペー

スを作った。日々、何がしかのメッ

セージを近隣の人に伝えられるよう

にしたものだったが、ある日、「今

日は母の日ですね」という文言を掲

示した。

それまで、敷地を囲う壁を低くして

いたため、ゴミの投げ込みが多数あ

ったが、この日はご近所のお母さん

方へカーネーションを贈る人が多か

った。その理由がこの黒板絵だった

ことを知った“ご近所婦人部”は、

「ゴミのポイ捨て防止」のパトロー

ルを始めてくれた。自分の貸してい

る物件のみならず、近隣の環境へも

感心を持ってくれる人が増えたこと

はうれしかった。

この賃貸物件では、公式ホームペー

ジなどを作り、「成長日記」のよう

に情報公開している。定期的にイベ

ントを行い、それに地域の人にも参

加してもらいながら、「地域・店

子」をゆるい、いいかえれば気持ち

よい距離感で結んでいく仕組みを作

っている。

―同じ“家”に住んでいる人同士だ

けでなく、ご近所との繋がりもでき

たら、そこでの子育てへの不安は減

るでしょう。もちろん、同じ物件に

住む人同士も仲がよければ、この上

ない安心感です。

もしも筆者が子育て中にこんな物件

に出会え、入居できていれば、きっ

と安心して子育てできただろう、名

前しか知らない人と生活する不安・

不便は感じなかっただろうと思いま

す。

日本の全世帯における単独世帯・夫

婦のみの世帯・夫婦と子どものみの

世帯・一人親と未婚の子の世帯（≒

核家族）の率は、平成28年時点でな

んと78.9％にも上ります。これに今

後高齢者の独り住まいが増えていく

となると…やはり、コミュニティが

出来上がっていて、そのコミュニテ

ィの質は重要と思えてきます（平成

28年国民生活基礎調査の概況・世帯

数と世帯人数の状況│厚生労働省）。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/02.pdf

“コミュニティ作り”が認められ

JR宿舎のリノベーション依頼が！

このようにして、青木さんのコミュ

ニティ作りの“実力”が広く知ら

れ、いよいよリノベーションの仕事

が舞い込みました。JRの社宅を楽し

い住まいに変えるというものです。

今この記事をパソコンないしはスマ

ートフォンなどでご覧になっている

方は、以下のURLからその公式サイト

にアクセスしてみてください。これ

が、元社宅なのか、という驚きが待

っていますよ（アールリエット高円

寺│株式会社ジェイアール東日本都

市開発）。

http://www.jrtk.jp/r-lieto/koenji/

これこそまさに、「今あるもの」

「（ちょっと）古臭いもの」を蘇ら

せた事例です。住む人だけでなく、

近隣の人もふらっと立ち寄れる店舗

が1階に入っています。

JRから、社宅のリノベーションを委

託された。近隣と隔絶するようにそ

びえていた外壁をなくし、1階部分に

店舗と広場を設けた。壁が無いので

人が集まる。イベントもできる。そ

してJR中央線を利用している人から

もその楽しさが見て取れる。「小さ

な公共」は、民間でも充分に取り組

み可能。

消滅可能性都市・

豊島区の公園が蘇る！

少し前に、「消滅可能性都市」とい

う言葉が流行しました。20歳から39

歳の女性の数が2010年から2040年

にかけて5割以下に減る自治体を示す

言葉です。もちろん、人口流出の傾

向も加味されている推定値ですの

で、無視するわけにはいきません。

さて、この日田はどうでしょう。平

成28年現在、日田市の高齢化率は33

％（全国平均26.７％）と高く、ご存

じの通り教育を受けられるのは高校

まででその後進学しようとすると市

外へと人が出て行く状態です（日田

市まち・ひと・しごと創生 人口ビジ

ョン 年齢3区分別人口）。

http://www.city.hita.oita.jp/material/

files/group/9/46406277.pdf

「地方だから」「田舎だから」―そ

んなことはないようです。なんと、

東京の豊島区も消滅可能性都市に

“ランクイン”しているのです。

東京都内でありながら、公園のメン

テナンスが8年間できなかった豊島

区。まさしくスラム化という言葉が

マッチした公園になってしまったと

の事です。

この公園をなんとかしたいと、青木

さんはプロポーザル（公共事業を行

う前の提案募集）に挙手、収益の話

も盛り込んで提案しました。

東京電力が地下変電所を作るという

話があり、それに加え東京メトロの

地下使用料で公園のメンテナンス料

金が賄えることを訴えました。

公園そばのグリーン大通りに店舗を

作り、貸し出すことで賃料も入る。

地域の商店街にもその賃料から0.5％

還元できる。地域の活性化に寄与で

きると伝えた。通りや公園を作れば

よい、ということではなく、いかに

地域にお金が落とせるか、活性化で

きるかを考え抜くかがポイント。

公園を維持する人たちを

クローズアップ

でも、作ったら終わりではないの

が、今回招かれたユニットマスター

のみなさん。青木さんはどのように

して「続けて」いったのでしょう

か。今回の公園とその周辺の取り組

みに継続して関わる、継続して何か

を発信するために、何をしたのでし

ょうか。

公園でしていることは、基本的に家

でしていることの延長。子どもが遊

ぶのもそう。リビングでくつろぐよ

うに芝の上に寝転ぶのもそう。池袋

南公園でのイベントを動画にし、

YouTubeに投稿したところ、区役所

の職員に叱られた。「勝手にしない

で、確認を取って」と。

一方、公園を自由に楽しそうに使って

いる人たちの姿を動画で見た人からも

叱られた。なぜかというと、公園は自

由に使えるどころか、芝の養生のため

に立ち入り禁止になっていたから。確

かに残念に思っただろう。

それらを支える公園指定管理者と相

談をし、芝との付き合い方に関する

フェイスブックページを作って情報

発信をした。芝の成長のためにはこ

れだけの手間がかかります、このよ

うな手入れが必要ですなど…。指定

管理者の中にこまめに情報発信をし

てくれる方がいて、丁寧に説明して

くれる。なおかつ、キャラクターも

作り芝や公園のどこかの風景と一緒

に写真に収めることで、段々認知度

があがり、むしろ公園の手入れをし

てくれている人が「ありがとう」と

声をかけられることが増えたとい

う。

これは、「顔の見える私を持ち込

む」という手法。ネットでは顔が見

えないから批判が出ることがある。

丁寧に仕事内容を説明し、顔を見せ

ることでそれらは「ありがとう」に

変わり得る。

―確かに、お世話をしてくれている

人の苦労にまでは目は行きません

ね。誰が何をしてくれているのかが

わからないというだけで簡単に苦情

だけを言ってしまうのは、もしかし

て日本人の悪いくせ？　と思ってし

まいました。ひとつのコト・モノの

影にいるたくさんの人たちのことに

思いを馳せることができないのな

ら、ネットで見せればいい…。

雑誌やWEBのライターをしている私

でさえ、時々それは忘れてしまうこ

と で し た 。 「 苦 労 し て い る ん で

す！」という発信方法だと拒否感を

示されてしまうけれど、「今日はこ

んな作業をしました」「今の季節、

芝の成長に最も適しています」「一

部のエリア、手入れのために今は使

えません」など、その時々の情報が

あれば、それだけでも「ありがた

い」と思ってしまうでしょう。

情報発信は大事、そしてその表現法

はもっと大事。勉強になります。

「日常を劇場に」

先に公園でしていることと家でして

いることは似ているといったが、時

には“華”があってもいい。そこで

結婚式をする案が挙がった。公園の

一部とはいえ、占用することが問題

視されたため、ロープなど区切りを

使わずに行った。

「これから結婚式をしますので、少

しだけスペースを空けてくださいま

せんか。そして、花嫁が通ったら拍

手をしてくれませんか」と公園利用

者に依頼。皆さん気持ちよく理解し

てくれ、その場が“祝福の輪”に包

まれた。コミュニケーションが最大

の武器、と改めて知った。

―確かに、公共の場を個人的なこと

に使うことは、一部の人にとって不

快なことかもしれません。でも、そ

れが幸せなことなら、拒否する理由

なんてどこにもありませんよね。む

しろその場にいることができてココ

ロが暖かくなるはず…。「日常を劇

場に」。ステキなコンセプトです。

クラウドファンディングで

公園を使い倒す！

「賑わいは滞在時間」

でも、そこに公園がある、というだ

けでは…。日中は子どもの遊び場、

オフィス街の人たちの昼食の場とな

るだけですよね…。いえ、それがNG

とは思いませんが、もっと積極的に

使う方法はないのでしょうか。特に

都会の公園はとても広く、何かもっ

たいない気も…。

「池袋リビングループ」というマル

シェイベントを池袋グリーン大通り

で行った。車のための道路を人のた

めのストリートにしたく、まずは池

袋署へ。しかしながら池袋署では前

例がないといわれ、警視庁に相談に

行った。何とか理解をしてもらえた

が、「みんなのイベント」にするた

め、費用の一部はクラウドファンデ

ィングで調達した。

クラウドファンディングとは、イン

ターネットを使い事業資金を募るこ

と。この方法には「お礼」をつける

ことが通常だが、寄付してくれた人

の名前を札にして公園の一部分に吊

るすことをお礼とした。しかし、中

には「こんな風に公園を使いたかっ

たんです」という理由で、無記名で

寄付してくれた人も多くいた。

このイベントがスムーズに実行でき

たのは、行政と民間（出店者）の間

に会社が入っていたから。出店した

い人を丁寧に選択し、「悪さはしま

せん」「何かあれば会社が責任を持

ちます」といえるから。クラウドフ

ァンディングと出店者の選択で、イ

ベントはつつがなく走り出せた。

マルシェは、生産者と購入者とが

“出会える”場となった。そして来

場者の滞在時間は長かった。賑わい

とは、通行量ではなく滞在時間と気

づかされた。

また、イベントのオープニングに

は、そのエリアの“偉い人”を招い

た。その賑わい創出法を見てもらう

こと、そして、そのイベントのオー

プニングに関与してもらうことで

「前例」を作ることができるから。

―確かに、公園をどう使いたいかは

民間が声を上げるべきで、それをど

う実現するかは警察や役所に手伝っ

てもらわなければならず、公園の楽

しみ方を“引き継いでいく”ために

はそのエリアの“偉い人”に見ても

らうことは自然な流れかもしれな

い。

そうだ、前例は作ればいい。そし

て、そのために役所の人の知恵を借

り、地域の“偉い人”の力を借り、

協力してくれる人を募って、必要な

ときは資金の手伝いをしてくれる人

を見つけ、「一丸」となって取り組

めばいいんだ！

もちろん、それらの準備は大変でし

ょうけれど、やりたいことがある人

は自主的に「公共空間であっても使

わせてください！」と声を上げても

いいんですね。それがみんなのため

であるのなら、きっと協力者は現れ

てくれるはず…。

日田には池袋リビングループの場所

となったグリーン大通りのような広

大な場所はありません。でも、それ

を嘆いても仕方がない…。でも、空

き店舗や公共空間（道路・歩道・河

川等）ならあります。

一時的なイベントではなく、空き

家・空き店舗、公共空間を使ったみ

んなのための常設のお店やゆったり

と集まれる場所ならもっとよし！

3日間通しで多くの人が案を「ねりね

り」したプロジェクトが、うまくス

タートしてくれますように！　

深夜まで行われたグループワークが

形になり、市民に喜ばれる場所にな

りますように！
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「ガイダンス」

ひたReデザインプログラム

コーディネーター　CRA合同会社

代表社員　岡崎正信

「日田駅周辺のまちを変える

　～あなたが変えなくて

誰が変える！～」

株式会社アフタヌーンソサエティ

代表取締役　清水義次

「地域の空間と資源を使って

自分のしたいことではなく、まちの

ための事業興しの3チーム結成！

さて、これまで2回にわたってレポー

トしてきた「ひたReデザインプログ

ラム」ですが、12月20日～22日まで

の3日間は「官民集合研修」としてア

ウトプットを意識したプログラムが

展開されました。

不動産オーナーのご厚意により、ま

ちの賑わいを取り戻すため“不動産

を活用”してもいいよ、と言って頂

いた物件3つと公共空間で、どのよう

な事をすれば市民が楽しめるのか。

それを「事業計画」にまで落とし込

むのです。民間から13名＋官から12

名で構成される3チーム（今回のプロ

グラムではユニットと呼ばれます）

には、1ユニットに1物件がそれぞれ

割り当てられ、その可能性を探りま

す。

まずは、市長からの挨拶。

「今年開講した新しいまちづくりプ

ロジェクトですが、今日からの3日間

初めて官と民が同じフィールドで検

討するプログラムです。市職員から

は経験を、民間からは価値観を出し

合い、暮らしやすく楽しいまちづく

りを考えてもらいたいと思っていま

す。互いを認め合い、補いながら、

そして専門家のアドバイスを得なが

ら 最 終 日 ま で が ん ば っ て く だ さ

い」。

そうだ、市民が欲しいまち

市民が楽しめるまちは

自分たちが

よくわかっているはず

過去のレポートでもお伝えしたとお

り、“ほぼ賑わいがないまち”であ

っても、ひとつふたつと人が集う場

所が発生することでまち全体が活性

化することは理解しています。それ

を目に見えるかたちに近づけるの

が、この3日間で実行すべきこと。民

間（市民）から13名＋官（市職員）

から12名で構成される3ユニットに

は、1物件がそれぞれ割り当てられ、

その可能性を探ります。

まずはガイダンス。

専門家は何をしてくれる？

官と民とで構成されたユニットは、

ほぼ「はじめまして」の状態。そこ

へひとつの物件をあてがい、そこを

どうすれば小さな商いをしながらま

ちの賑わいを作り出せるのか、その

事業には何がどれくらい必要で、法

的な問題をどう解決するか…までを

考えなければなりません。

そこで、専門家の登場です。これま

で「今そこにある建物を使い、まち

の価値を上げてきた」人たちばかり

がこの3日間のために集結していま

す。ユニットメンバーの期待は高ま

る…。

市長の挨拶の後、今回のひたReデザ

インプログラムコーディネーターの

岡崎正信さんのガイダンスが始まり

ました。

「ユニットをサポートするユニット

マスターは、指示はしません」。ん

…。専門家なので、積極的にご意見

を頂きたいところなのですが…。は

て、そのココロは…。

ガイダンスを要約すると

日本の衝撃の姿が見えてきた！

岡崎さんのガイダンスをかいつまん

でみます。特に筆者の心に残ったこ

とをまとめてみると、次の通りで

す。なんと恐ろしく、なんと楽しそ

うなんだろう、というのが感想で

す。まさしく、ピンチはチャンス！

　それでは、ガイダンス開始！

国の人口は、年間100万人ずつ減る衝

撃的な時代に突入した。言い換えれ

ば「誰にも頼れない時代」。これま

では官は官、民は民と役割分担をし

てきたが、官であっても日田市民。

官も民も相互に支えあう必要があ

る。

公、つまり市民全体にかかる仕事は

官が支えてきたが、ここのところ、

パブリックマインド（公のこころ）

を持った民が現れ、公を支えること

も増えてきた。まさしく「潮目が変

わった」というイメージ。

ユニットマスターは指示はしない。

ユニットメンバー自身が「何をした

い」と考えていなければアドバイス

はできないから。ユニットマスター

は日田市民ではない。日田市民でな

い分、俯瞰はできる。そして、これ

までの経験をもとにユニットの意見

の集約をしたり、アドバイスをする

ことはできる。

今回行うことは、新しい「ハコモノ

作り」ではない。今まさに実在する

遊休不動産や公共空間をどう活用す

るかを考えること。工事が始まった

駅前広場がまさしく旗印となるは

ず。広場は整備されたけれど誰もい

ないということがないようしっかり

考えて欲しい。

まだこれからどうなるかわからな

い、ということは、言い換えれば

「伸び代しかない」ということ。

「こんなもの作ってもダメ」という

のは簡単。そうではなく「伸び代し

かない」と思えばいい。

とはいえ、人のいない駅前は珍しく

はない。人のいる広場になるよう市

民目線で事業を再構築してほしい。

オーナーのご厚意で使ってもいい、

と言っていただいた物件は駅に程近

い場所ばかり。これをどう使うのか

はユニットメンバー次第。

特急が停まる駅前なのだから、これ

らの物件を有償であるとしても「使

っていい」と言っていただけたのだ

から、これは資産。お宝としか言い

ようがない。最終日には、不動産オ

ーナーに事業計画を提示するところ

にまで持っていくことが目標。市民

も職員もシチズン（市民）として一

体化、チームとなろう。それぞれの

得意分野を発揮しながら、自分の持

つまちへの思いをぶつけ合おう。

この3日間を通し、ユニットの提案内

容が180度、いや、それ以上に変更

されることもあるだろう。しかしな

がら、「こんなものがあったらいい

な」という単なる思いではいけな

い。それは「お金があったら何をし

よう」というレベルの妄想に過ぎな

い。実現すること、実現に近づける

ところまでを実践してもらいたい。

今一度伝えたい「官民集合研修での

条件」は次の通り。

・事業を創る

・自分で考える

・発言しまくる

・時間を守る

・無理というな（自分の想定外のこ

とを人は否定するから体験したこ

とのある人を探す）

・制度は変えろ（行政の制度は、人

口が増えることを想定した頃のも

のだ）

・徹底的に尖れ（ライバルのいない

分野で突出するために）

・意見に拘るな（アマゾンはシアト

ルの廃病院から、スターバックス

もシアトル廃校から、コストコは

プレハブから。事業のスタートは

案外建物に拘っていない企業も多

い）

・中途半端は悪

・ユニットマスターを使え（どんど

んアドバイスをもらえ）

・公共施設を公共に（自分の思い描

く事業だけでなく、それがどのよ

うに市民のためになるのかを考え

ろ）

ここまで伝えればわかってもらえる

と思うが、このプログラムで作り上

げるものは

①物件の使い方

②事業を立ち上げる実施メンバーの

決定

③事業計画作成

④必要な行政手続き

⑤障壁があるのなら、その解消方法

を導き出す

の5点。

これらを行う手順は、日田駅を中心

に200メートルの範囲内の「読み解

き」と「再定義」。昔はどうだっ

た、と歴史を知ることは必要だが、

それにとらわれすぎ、こうあるべき

と決め付けないことが必要。それは

単なる先入観だ。

まず、まちを歩こう。オーナーの話

を聞こう。歴史を知ろう。人の動き

を観察しよう。これから訪れる未来

を思い描こう。これらの作業を、ユ

ニットマスターは「まちの文脈を読

み解く」という。

民間からの参加者には、「そろばん

なき提案はNG」と、市職員には「指

示や与えられた職務ではなく、本来

の公務を取り組んでもらいたい」と

言いたい。実際、この一連の講座は

税金で開催されている。事業化でき

なければ、納税者に申し訳ないとい

う気持ちで臨んで欲しい。

―これから日田がどうなるのか…ド

キドキと動悸が止まりません…。

ユニットマスターのリーダー・

清水義次さん

「あなたが変えなくて

誰が変える！」

ユニットマスターたちが師匠と仰ぐ

清水さん。一部では映画・スターウ

ォーズに登場する「ヨーダ」とも呼

ばれている方です。とても興味深い

昔話から聞かせてくださいました。

「昔々の江戸には、「家守（やも

り）」という人たちがいた。いわゆ

る大家のことだが、不動産の管理か

ら店子の揉め事の整理までしてい

た。当時の江戸の人口は町人だけで

も60万人近くいたとされているが、

いわゆる政治家・役人は250～300人

でその役割を担っていたというのだ

から、この家守はとても大切なもの

だった。家守は家賃収入のみで、役

所からの手当てはもらっておらず、

まちのことを“自分のこと・自分た

ちのこと”として考えていた。」

今必要なのは「現代版・家守」。人

口が減りつつある今こそ、パブリッ

クマインドを持って民間が立ち上が

ることが大切。「公共」は行政が行

えばそれでいい、という時代は終わ

りつつある。

それはなぜか―残念なことに、行政

と一緒にやると、書類作成を含む全

てがまどろっこしい、スピード感に

欠ける。自らで出資し、元手を作

り、空きスペースで「まちのため

に」行えることを探すほうが非常に

早い。

これまでの自分たちのことを振り返

ってみて欲しい。社会の動きや構造

が変わってしまい、バブル崩壊から

デフレ社会へ転換、今後は人口が減

り続ける。これまで計画されていた

「人口右肩上がり」のやり方が通用

しないのはわかりきったこと。

特に35歳以上の人たちには責任があ

ると考えている。これまでのやり方

ではダメなことに気づき始めている

だろうし、実際まちが衰退しはじめ

ていることを実感しているはず。こ

の環境の中で何をすべきかを知り、

自分たちより下の世代の人たちに

「このようなときはこうすればい

い」とアドバイスできる人材になっ

ておいて欲しい。

日田のまちを変えるため、今回使用

の許可を与えてもらえた場所は日田

駅周辺の3物件。これほど恵まれた条

件は他にはないだろう。また、駅周

辺は駐車場や道路が多い。民間の土

地ならば賃料を払い、道路ならば占

有料を払えば、自分たちの望む楽し

いまちができあがる可能性が大いに

ある。

現代版・家守会社を作ろう。腹を割

って話せる人たちで本音の議論をし

よう。得意分野が異なるチームがい

い。会社にすると、みんなが「自分

のこと」として考えられるので、ど

んなに小さな規模でもいい、会社か

ら事業を興そう。まちの悩みを解決

しながら商売できる仕組みを作ろ

う。そして、儲けが出ればまちに再

投資をしよう。もちろん、家守会社

に属する人たちそれぞれが兼業でで

きる小さな事業でいい。

プロジェクトの実行のプロセスは、

・事業は小さく始め、自立型まちづ

くり会社にする。

・実行・反応を見る・考えるを続け

る。成功するまで。

・ひとつの成功事例を作ることがで

きれば、他の不動産オーナーを動

かせる。まち全体が動き出す。

・利益を上げ続ける決意を持つ。

・もしも補助金が必要なときは当初

のみ。早く補助金から脱却。

・役所も補助金交付を我慢する。自

立できるプロジェクトを発見でき

たら、金融機関からの融資へシフ

トする手伝いをしてもらいたい。

―確かにそうです。これまでの都市

計画などのもろもろ、人口も経済状

況も“右肩上がり”で計算されたも

のだったはずです。しかしながら

今、超高齢化・過疎化・若者の収入

低下…暗いイメージの未来しか見え

ません。それでもなお、楽しく、補

助金に頼らない自立した暮らしを得

たいのなら、自分たちのこととして

考えるしか方法はなさそうです。

どの自治体もほぼ同じように、税収

も国に依存している地方交付税が今

後減少していくでしょう。その中に

あって、どう自分たちが生き残るか

…。その点で一番頭を悩ませている

のは市の職員や議員の皆さんです。

同じ市で暮らしている私たち市民

が、それを“スルー”していていい

訳がありません。

「尖ったコンテンツと

情報発信が命綱」

私たちは、何か面白そうな場所・美

味しそうなお店・子どもを遊ばせる

ことのできるところを探すために何

を使っているでしょうか。そう、タ

ウン誌やガイドブック、そしてイン

ターネットです。それらで多く取り

上げられるのは「尖ったコンテン

ツ」。

清水さんはこう言います。

旅行へ出かける際、人は必ず下調べ

をする。中にはガイドブックには載

っていない、自分の心を揺さぶるも

のを持っている所を目指す。私の場

合、知り合いが久留米市に行くと聞

くと、ある路地裏に小さな店を構え

るコーヒー店で焙煎した豆を買って

きて欲しいと依頼する。とてもうま

いコーヒーだ。これこそ、「尖った

コンテンツ」といえる。

面白いことに、情報発信数と来店者

数とは比例している。わざわざ雑誌

にお金を出して出稿しなくても、本

当にいいもの・面白いものはネット

への露出数（口コミ・リツイート・

シェア・いいね、など）が自然と増

加する。昔はなかったもの、つまり

インターネットで拡散したくなるコ

ンテンツを作り、常に情報発信でき

る体制を作っておくことが必要。

もちろん、市外からの観光客を呼び

寄せることも大事だが、日田で生産

されたものを日田市民が消費できれ

ば、自立した市となれる可能性が高

まる。まちも活性化し、若者も「日

田は楽しい」と思えるだろう。

悲しいかな、近年は大手チェーン店

であっても苦戦している。インター

ネット通販が台頭してから、苦戦続

きだ。それならば、そこでしか体験

できないもの・手に入らないもの

（つまり尖ったコンテンツ）を作り

出すことが一番。

そのためには、まちの観察は最大の

ポイント。市民を中心として考える

のなら、まち行く人の服装や動き方

を注意深く見てみよう。服装はいわ

ゆる客層を現す。まちでの動き方を

見れば、まちに何が不足しているか

がわかる。客層と不足しているもの

を充分に理解できれば、自然と提供

しなければならないものが見えてく

るはずだ。

―私たちは、日田のことを知り尽く

しているだろうか？　足りないもの

を嘆き、安易に「日田は面白くな

い」と言っていないだろうか？　そ

んなことを考えさせられました。

「みんなのためのものは

誰のためでもない」

株式会社まめくらし代表取締役

株式会社nest代表取締役

青木 純

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。そのおひとりは、

自身が不動産オーナーである青木純

さん。賃貸物件を貸す側の方のお話

ですので、これは興味津々です。

青木さんの物件はとても人気で、事

前にホームページからプチ・論文の

ようなものを送り、それをパスしな

ければ入居できないほど。これによ

って小さなコミュニティ作りに取り

組んでいます。

もしもこのお話を聞きたいときは、

「TED×Tokyo 2014」を見てみてく

ださい。10分ほどの動画ですが、ス

ライドを用いながらのお話ですの

で、イメージしやすくなると思いま

す。

https://www.youtube.com/

watch?v=34kEARK5yfU　

（青木純 TED×Tokyo 2014）

そのような「幸せな賃貸物件のオー

ナー」は、まちづくりをどのように

考えているのでしょうか。

「物件は、物語」

実際、賃貸物件の一室に住んでいる

筆者は、お隣の人とほとんど会話を

したことがありません。越してきて

まだ2冬目、という期間の問題もあり

ますが、子どもが同じ学校に通って

いる、ペットを飼っているなどの

“共通点”でもないかぎり、どれほ

ど長期間住んでもきっとこの状況は

変わらないでしょう。

しかしながら、青木さんの物件は違

います。お隣とデッキ伝いにゆるく

繋がれる・1階の公共スペース（庭）

で定期的にピザを焼くなど、「同じ

屋根の下」にいるもの同士が自然と

触れ合えるような仕掛けをしている

のです。

賃貸住宅とは、人と人との関係があ

ってしかるべき場所。家は買うもの

という価値観を持たず、家という資

産を手に入れない選択をした店子に

対し、大家はそれだけの価値を提供

しなければならない。

入居前に入居者が希望する壁紙を貼

ってもらうようにしている。それを

手伝いに来る既存の入居者とも仲良

くなれる。1階の庭には、入居者に草

花を植えてもらった。自身の植えた

ものは成長が気になるから庭の手入

れもしたくなる。

コンセプトは「育つ賃貸住宅」。周

囲は田んぼや畑。それらの場所とも

繋がるため、垣根は低く作った。店

子同士の繋がりを楽しんでもらうた

め、庭スペースにピザ釜を作った。

それが楽しすぎて頻度が多かった

頃、ご近所から「煙が」と苦情が出

たが、それを逆手に取り、「ピザを

焼きますからご一緒しませんか」と

ご招待すると、ご近所さんとも仲良

くなれた。コミュニティが広がった

瞬間だった。

ときにはご近所の畑のおばちゃんが

野菜を差し入れしてくれることもあ

った。そのたまねぎをアルミホイル

で包み丸焼きにするととても甘くて

おいしい。それをお返しした結果、

その人の畑の一部を入居者が借り、

野菜作りを始め、栽培法をその人か

ら教えてもらうといういい関係が築

けた。

このような雰囲気があれば、入居を

決めた人も「ああ、歓迎されている

な」と思ってくれ、緊張せず生活を

始められる。建物のみならず、その

雰囲気もまた魅力となって賃料を高

く設定しても入居希望者は絶えな

い。

庭の一箇所に、入居者であるアーテ

ィストが黒板絵を展示できるスペー

スを作った。日々、何がしかのメッ

セージを近隣の人に伝えられるよう

にしたものだったが、ある日、「今

日は母の日ですね」という文言を掲

示した。

それまで、敷地を囲う壁を低くして

いたため、ゴミの投げ込みが多数あ

ったが、この日はご近所のお母さん

方へカーネーションを贈る人が多か

った。その理由がこの黒板絵だった

ことを知った“ご近所婦人部”は、

「ゴミのポイ捨て防止」のパトロー

ルを始めてくれた。自分の貸してい

る物件のみならず、近隣の環境へも

感心を持ってくれる人が増えたこと

はうれしかった。

この賃貸物件では、公式ホームペー

ジなどを作り、「成長日記」のよう

に情報公開している。定期的にイベ

ントを行い、それに地域の人にも参

加してもらいながら、「地域・店

子」をゆるい、いいかえれば気持ち

よい距離感で結んでいく仕組みを作

っている。

―同じ“家”に住んでいる人同士だ

けでなく、ご近所との繋がりもでき

たら、そこでの子育てへの不安は減

るでしょう。もちろん、同じ物件に

住む人同士も仲がよければ、この上

ない安心感です。

もしも筆者が子育て中にこんな物件

に出会え、入居できていれば、きっ

と安心して子育てできただろう、名

前しか知らない人と生活する不安・

不便は感じなかっただろうと思いま

す。

日本の全世帯における単独世帯・夫

婦のみの世帯・夫婦と子どものみの

世帯・一人親と未婚の子の世帯（≒

核家族）の率は、平成28年時点でな

んと78.9％にも上ります。これに今

後高齢者の独り住まいが増えていく

となると…やはり、コミュニティが

出来上がっていて、そのコミュニテ

ィの質は重要と思えてきます（平成

28年国民生活基礎調査の概況・世帯

数と世帯人数の状況│厚生労働省）。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/02.pdf

“コミュニティ作り”が認められ

JR宿舎のリノベーション依頼が！

このようにして、青木さんのコミュ

ニティ作りの“実力”が広く知ら

れ、いよいよリノベーションの仕事

が舞い込みました。JRの社宅を楽し

い住まいに変えるというものです。

今この記事をパソコンないしはスマ

ートフォンなどでご覧になっている

方は、以下のURLからその公式サイト

にアクセスしてみてください。これ

が、元社宅なのか、という驚きが待

っていますよ（アールリエット高円

寺│株式会社ジェイアール東日本都

市開発）。

http://www.jrtk.jp/r-lieto/koenji/

これこそまさに、「今あるもの」

「（ちょっと）古臭いもの」を蘇ら

せた事例です。住む人だけでなく、

近隣の人もふらっと立ち寄れる店舗

が1階に入っています。

JRから、社宅のリノベーションを委

託された。近隣と隔絶するようにそ

びえていた外壁をなくし、1階部分に

店舗と広場を設けた。壁が無いので

人が集まる。イベントもできる。そ

してJR中央線を利用している人から

もその楽しさが見て取れる。「小さ

な公共」は、民間でも充分に取り組

み可能。

消滅可能性都市・

豊島区の公園が蘇る！

少し前に、「消滅可能性都市」とい

う言葉が流行しました。20歳から39

歳の女性の数が2010年から2040年

にかけて5割以下に減る自治体を示す

言葉です。もちろん、人口流出の傾

向も加味されている推定値ですの

で、無視するわけにはいきません。

さて、この日田はどうでしょう。平

成28年現在、日田市の高齢化率は33

％（全国平均26.７％）と高く、ご存

じの通り教育を受けられるのは高校

まででその後進学しようとすると市

外へと人が出て行く状態です（日田

市まち・ひと・しごと創生 人口ビジ

ョン 年齢3区分別人口）。

http://www.city.hita.oita.jp/material/

files/group/9/46406277.pdf

「地方だから」「田舎だから」―そ

んなことはないようです。なんと、

東京の豊島区も消滅可能性都市に

“ランクイン”しているのです。

東京都内でありながら、公園のメン

テナンスが8年間できなかった豊島

区。まさしくスラム化という言葉が

マッチした公園になってしまったと

の事です。

この公園をなんとかしたいと、青木

さんはプロポーザル（公共事業を行

う前の提案募集）に挙手、収益の話

も盛り込んで提案しました。

東京電力が地下変電所を作るという

話があり、それに加え東京メトロの

地下使用料で公園のメンテナンス料

金が賄えることを訴えました。

公園そばのグリーン大通りに店舗を

作り、貸し出すことで賃料も入る。

地域の商店街にもその賃料から0.5％

還元できる。地域の活性化に寄与で

きると伝えた。通りや公園を作れば

よい、ということではなく、いかに

地域にお金が落とせるか、活性化で

きるかを考え抜くかがポイント。

公園を維持する人たちを

クローズアップ

でも、作ったら終わりではないの

が、今回招かれたユニットマスター

のみなさん。青木さんはどのように

して「続けて」いったのでしょう

か。今回の公園とその周辺の取り組

みに継続して関わる、継続して何か

を発信するために、何をしたのでし

ょうか。

公園でしていることは、基本的に家

でしていることの延長。子どもが遊

ぶのもそう。リビングでくつろぐよ

うに芝の上に寝転ぶのもそう。池袋

南公園でのイベントを動画にし、

YouTubeに投稿したところ、区役所

の職員に叱られた。「勝手にしない

で、確認を取って」と。

一方、公園を自由に楽しそうに使って

いる人たちの姿を動画で見た人からも

叱られた。なぜかというと、公園は自

由に使えるどころか、芝の養生のため

に立ち入り禁止になっていたから。確

かに残念に思っただろう。

それらを支える公園指定管理者と相

談をし、芝との付き合い方に関する

フェイスブックページを作って情報

発信をした。芝の成長のためにはこ

れだけの手間がかかります、このよ

うな手入れが必要ですなど…。指定

管理者の中にこまめに情報発信をし

てくれる方がいて、丁寧に説明して

くれる。なおかつ、キャラクターも

作り芝や公園のどこかの風景と一緒

に写真に収めることで、段々認知度

があがり、むしろ公園の手入れをし

てくれている人が「ありがとう」と

声をかけられることが増えたとい

う。

これは、「顔の見える私を持ち込

む」という手法。ネットでは顔が見

えないから批判が出ることがある。

丁寧に仕事内容を説明し、顔を見せ

ることでそれらは「ありがとう」に

変わり得る。

―確かに、お世話をしてくれている

人の苦労にまでは目は行きません

ね。誰が何をしてくれているのかが

わからないというだけで簡単に苦情

だけを言ってしまうのは、もしかし

て日本人の悪いくせ？　と思ってし

まいました。ひとつのコト・モノの

影にいるたくさんの人たちのことに

思いを馳せることができないのな

ら、ネットで見せればいい…。

雑誌やWEBのライターをしている私

でさえ、時々それは忘れてしまうこ

と で し た 。 「 苦 労 し て い る ん で

す！」という発信方法だと拒否感を

示されてしまうけれど、「今日はこ

んな作業をしました」「今の季節、

芝の成長に最も適しています」「一

部のエリア、手入れのために今は使

えません」など、その時々の情報が

あれば、それだけでも「ありがた

い」と思ってしまうでしょう。

情報発信は大事、そしてその表現法

はもっと大事。勉強になります。

「日常を劇場に」

先に公園でしていることと家でして

いることは似ているといったが、時

には“華”があってもいい。そこで

結婚式をする案が挙がった。公園の

一部とはいえ、占用することが問題

視されたため、ロープなど区切りを

使わずに行った。

「これから結婚式をしますので、少

しだけスペースを空けてくださいま

せんか。そして、花嫁が通ったら拍

手をしてくれませんか」と公園利用

者に依頼。皆さん気持ちよく理解し

てくれ、その場が“祝福の輪”に包

まれた。コミュニケーションが最大

の武器、と改めて知った。

―確かに、公共の場を個人的なこと

に使うことは、一部の人にとって不

快なことかもしれません。でも、そ

れが幸せなことなら、拒否する理由

なんてどこにもありませんよね。む

しろその場にいることができてココ

ロが暖かくなるはず…。「日常を劇

場に」。ステキなコンセプトです。

クラウドファンディングで

公園を使い倒す！

「賑わいは滞在時間」

でも、そこに公園がある、というだ

けでは…。日中は子どもの遊び場、

オフィス街の人たちの昼食の場とな

るだけですよね…。いえ、それがNG

とは思いませんが、もっと積極的に

使う方法はないのでしょうか。特に

都会の公園はとても広く、何かもっ

たいない気も…。

「池袋リビングループ」というマル

シェイベントを池袋グリーン大通り

で行った。車のための道路を人のた

めのストリートにしたく、まずは池

袋署へ。しかしながら池袋署では前

例がないといわれ、警視庁に相談に

行った。何とか理解をしてもらえた

が、「みんなのイベント」にするた

め、費用の一部はクラウドファンデ

ィングで調達した。

クラウドファンディングとは、イン

ターネットを使い事業資金を募るこ

と。この方法には「お礼」をつける

ことが通常だが、寄付してくれた人

の名前を札にして公園の一部分に吊

るすことをお礼とした。しかし、中

には「こんな風に公園を使いたかっ

たんです」という理由で、無記名で

寄付してくれた人も多くいた。

このイベントがスムーズに実行でき

たのは、行政と民間（出店者）の間

に会社が入っていたから。出店した

い人を丁寧に選択し、「悪さはしま

せん」「何かあれば会社が責任を持

ちます」といえるから。クラウドフ

ァンディングと出店者の選択で、イ

ベントはつつがなく走り出せた。

マルシェは、生産者と購入者とが

“出会える”場となった。そして来

場者の滞在時間は長かった。賑わい

とは、通行量ではなく滞在時間と気

づかされた。

また、イベントのオープニングに

は、そのエリアの“偉い人”を招い

た。その賑わい創出法を見てもらう

こと、そして、そのイベントのオー

プニングに関与してもらうことで

「前例」を作ることができるから。

―確かに、公園をどう使いたいかは

民間が声を上げるべきで、それをど

う実現するかは警察や役所に手伝っ

てもらわなければならず、公園の楽

しみ方を“引き継いでいく”ために

はそのエリアの“偉い人”に見ても

らうことは自然な流れかもしれな

い。

そうだ、前例は作ればいい。そし

て、そのために役所の人の知恵を借

り、地域の“偉い人”の力を借り、

協力してくれる人を募って、必要な

ときは資金の手伝いをしてくれる人

を見つけ、「一丸」となって取り組

めばいいんだ！

もちろん、それらの準備は大変でし

ょうけれど、やりたいことがある人

は自主的に「公共空間であっても使

わせてください！」と声を上げても

いいんですね。それがみんなのため

であるのなら、きっと協力者は現れ

てくれるはず…。

日田には池袋リビングループの場所

となったグリーン大通りのような広

大な場所はありません。でも、それ

を嘆いても仕方がない…。でも、空

き店舗や公共空間（道路・歩道・河

川等）ならあります。

一時的なイベントではなく、空き

家・空き店舗、公共空間を使ったみ

んなのための常設のお店やゆったり

と集まれる場所ならもっとよし！

3日間通しで多くの人が案を「ねりね

り」したプロジェクトが、うまくス

タートしてくれますように！　

深夜まで行われたグループワークが

形になり、市民に喜ばれる場所にな

りますように！
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「みんなのためのものは

誰のためでもない」

株式会社まめくらし代表取締役

株式会社nest代表取締役

青木 純

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。そのおひとりは、

自身が不動産オーナーである青木純

さん。賃貸物件を貸す側の方のお話

ですので、これは興味津々です。

青木さんの物件はとても人気で、事

前にホームページからプチ・論文の

ようなものを送り、それをパスしな

ければ入居できないほど。これによ

って小さなコミュニティ作りに取り

組んでいます。

もしもこのお話を聞きたいときは、

「TED×Tokyo 2014」を見てみてく

ださい。10分ほどの動画ですが、ス

ライドを用いながらのお話ですの

で、イメージしやすくなると思いま

す。

https://www.youtube.com/

watch?v=34kEARK5yfU　

（青木純 TED×Tokyo 2014）

そのような「幸せな賃貸物件のオー

ナー」は、まちづくりをどのように

考えているのでしょうか。

「物件は、物語」

実際、賃貸物件の一室に住んでいる

筆者は、お隣の人とほとんど会話を

したことがありません。越してきて

まだ2冬目、という期間の問題もあり

ますが、子どもが同じ学校に通って

いる、ペットを飼っているなどの

“共通点”でもないかぎり、どれほ

ど長期間住んでもきっとこの状況は

変わらないでしょう。

しかしながら、青木さんの物件は違

います。お隣とデッキ伝いにゆるく

繋がれる・1階の公共スペース（庭）

で定期的にピザを焼くなど、「同じ

屋根の下」にいるもの同士が自然と

触れ合えるような仕掛けをしている

のです。

賃貸住宅とは、人と人との関係があ

ってしかるべき場所。家は買うもの

という価値観を持たず、家という資

産を手に入れない選択をした店子に

対し、大家はそれだけの価値を提供

しなければならない。

入居前に入居者が希望する壁紙を貼

ってもらうようにしている。それを

手伝いに来る既存の入居者とも仲良

くなれる。1階の庭には、入居者に草

花を植えてもらった。自身の植えた

ものは成長が気になるから庭の手入

れもしたくなる。

コンセプトは「育つ賃貸住宅」。周

囲は田んぼや畑。それらの場所とも

繋がるため、垣根は低く作った。店

子同士の繋がりを楽しんでもらうた

め、庭スペースにピザ釜を作った。

それが楽しすぎて頻度が多かった

頃、ご近所から「煙が」と苦情が出

たが、それを逆手に取り、「ピザを

焼きますからご一緒しませんか」と

ご招待すると、ご近所さんとも仲良

くなれた。コミュニティが広がった

瞬間だった。

ときにはご近所の畑のおばちゃんが

野菜を差し入れしてくれることもあ

った。そのたまねぎをアルミホイル

で包み丸焼きにするととても甘くて

おいしい。それをお返しした結果、

その人の畑の一部を入居者が借り、

野菜作りを始め、栽培法をその人か

ら教えてもらうといういい関係が築

けた。

このような雰囲気があれば、入居を

決めた人も「ああ、歓迎されている

な」と思ってくれ、緊張せず生活を

始められる。建物のみならず、その

雰囲気もまた魅力となって賃料を高

く設定しても入居希望者は絶えな

い。

庭の一箇所に、入居者であるアーテ

ィストが黒板絵を展示できるスペー

スを作った。日々、何がしかのメッ

セージを近隣の人に伝えられるよう

にしたものだったが、ある日、「今

日は母の日ですね」という文言を掲

示した。

それまで、敷地を囲う壁を低くして

いたため、ゴミの投げ込みが多数あ

ったが、この日はご近所のお母さん

方へカーネーションを贈る人が多か

った。その理由がこの黒板絵だった

ことを知った“ご近所婦人部”は、

「ゴミのポイ捨て防止」のパトロー

ルを始めてくれた。自分の貸してい

る物件のみならず、近隣の環境へも

感心を持ってくれる人が増えたこと

はうれしかった。

この賃貸物件では、公式ホームペー

ジなどを作り、「成長日記」のよう

に情報公開している。定期的にイベ

ントを行い、それに地域の人にも参

加してもらいながら、「地域・店

子」をゆるい、いいかえれば気持ち

よい距離感で結んでいく仕組みを作

っている。

―同じ“家”に住んでいる人同士だ

けでなく、ご近所との繋がりもでき

たら、そこでの子育てへの不安は減

るでしょう。もちろん、同じ物件に

住む人同士も仲がよければ、この上

ない安心感です。

もしも筆者が子育て中にこんな物件

に出会え、入居できていれば、きっ

と安心して子育てできただろう、名

前しか知らない人と生活する不安・

不便は感じなかっただろうと思いま

す。

日本の全世帯における単独世帯・夫

婦のみの世帯・夫婦と子どものみの

世帯・一人親と未婚の子の世帯（≒

核家族）の率は、平成28年時点でな

んと78.9％にも上ります。これに今

後高齢者の独り住まいが増えていく

となると…やはり、コミュニティが

出来上がっていて、そのコミュニテ

ィの質は重要と思えてきます（平成

28年国民生活基礎調査の概況・世帯

数と世帯人数の状況│厚生労働省）。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/02.pdf

“コミュニティ作り”が認められ

JR宿舎のリノベーション依頼が！

このようにして、青木さんのコミュ

ニティ作りの“実力”が広く知ら

れ、いよいよリノベーションの仕事

が舞い込みました。JRの社宅を楽し

い住まいに変えるというものです。

今この記事をパソコンないしはスマ

ートフォンなどでご覧になっている

方は、以下のURLからその公式サイト

にアクセスしてみてください。これ

が、元社宅なのか、という驚きが待

っていますよ（アールリエット高円

寺│株式会社ジェイアール東日本都

市開発）。

http://www.jrtk.jp/r-lieto/koenji/

これこそまさに、「今あるもの」

「（ちょっと）古臭いもの」を蘇ら

せた事例です。住む人だけでなく、

近隣の人もふらっと立ち寄れる店舗

が1階に入っています。

JRから、社宅のリノベーションを委

託された。近隣と隔絶するようにそ

びえていた外壁をなくし、1階部分に

店舗と広場を設けた。壁が無いので

人が集まる。イベントもできる。そ

してJR中央線を利用している人から

もその楽しさが見て取れる。「小さ

な公共」は、民間でも充分に取り組

み可能。

消滅可能性都市・

豊島区の公園が蘇る！

少し前に、「消滅可能性都市」とい

う言葉が流行しました。20歳から39

歳の女性の数が2010年から2040年

にかけて5割以下に減る自治体を示す

言葉です。もちろん、人口流出の傾

向も加味されている推定値ですの

で、無視するわけにはいきません。

さて、この日田はどうでしょう。平

成28年現在、日田市の高齢化率は33

％（全国平均26.７％）と高く、ご存

じの通り教育を受けられるのは高校

まででその後進学しようとすると市

外へと人が出て行く状態です（日田

市まち・ひと・しごと創生 人口ビジ

ョン 年齢3区分別人口）。

http://www.city.hita.oita.jp/material/

files/group/9/46406277.pdf

「地方だから」「田舎だから」―そ

んなことはないようです。なんと、

東京の豊島区も消滅可能性都市に

“ランクイン”しているのです。

東京都内でありながら、公園のメン

テナンスが8年間できなかった豊島

区。まさしくスラム化という言葉が

マッチした公園になってしまったと

の事です。

この公園をなんとかしたいと、青木

さんはプロポーザル（公共事業を行

う前の提案募集）に挙手、収益の話

も盛り込んで提案しました。

東京電力が地下変電所を作るという

話があり、それに加え東京メトロの

地下使用料で公園のメンテナンス料

金が賄えることを訴えました。

公園そばのグリーン大通りに店舗を

作り、貸し出すことで賃料も入る。

地域の商店街にもその賃料から0.5％

還元できる。地域の活性化に寄与で

きると伝えた。通りや公園を作れば

よい、ということではなく、いかに

地域にお金が落とせるか、活性化で

きるかを考え抜くかがポイント。

公園を維持する人たちを

クローズアップ

でも、作ったら終わりではないの

が、今回招かれたユニットマスター

のみなさん。青木さんはどのように

して「続けて」いったのでしょう

か。今回の公園とその周辺の取り組

みに継続して関わる、継続して何か

を発信するために、何をしたのでし

ょうか。

公園でしていることは、基本的に家

でしていることの延長。子どもが遊

ぶのもそう。リビングでくつろぐよ

うに芝の上に寝転ぶのもそう。池袋

南公園でのイベントを動画にし、

YouTubeに投稿したところ、区役所

の職員に叱られた。「勝手にしない

で、確認を取って」と。

一方、公園を自由に楽しそうに使って

いる人たちの姿を動画で見た人からも

叱られた。なぜかというと、公園は自

由に使えるどころか、芝の養生のため

に立ち入り禁止になっていたから。確

かに残念に思っただろう。

それらを支える公園指定管理者と相

談をし、芝との付き合い方に関する

フェイスブックページを作って情報

発信をした。芝の成長のためにはこ

れだけの手間がかかります、このよ

うな手入れが必要ですなど…。指定

管理者の中にこまめに情報発信をし

てくれる方がいて、丁寧に説明して

くれる。なおかつ、キャラクターも

作り芝や公園のどこかの風景と一緒

に写真に収めることで、段々認知度

があがり、むしろ公園の手入れをし

てくれている人が「ありがとう」と

声をかけられることが増えたとい

う。

これは、「顔の見える私を持ち込

む」という手法。ネットでは顔が見

えないから批判が出ることがある。

丁寧に仕事内容を説明し、顔を見せ

ることでそれらは「ありがとう」に

変わり得る。

―確かに、お世話をしてくれている

人の苦労にまでは目は行きません

ね。誰が何をしてくれているのかが

わからないというだけで簡単に苦情

だけを言ってしまうのは、もしかし

て日本人の悪いくせ？　と思ってし

まいました。ひとつのコト・モノの

影にいるたくさんの人たちのことに

思いを馳せることができないのな

ら、ネットで見せればいい…。

雑誌やWEBのライターをしている私

でさえ、時々それは忘れてしまうこ

と で し た 。 「 苦 労 し て い る ん で

す！」という発信方法だと拒否感を

示されてしまうけれど、「今日はこ

んな作業をしました」「今の季節、

芝の成長に最も適しています」「一

部のエリア、手入れのために今は使

えません」など、その時々の情報が

あれば、それだけでも「ありがた

い」と思ってしまうでしょう。

情報発信は大事、そしてその表現法

はもっと大事。勉強になります。

「日常を劇場に」

先に公園でしていることと家でして

いることは似ているといったが、時

には“華”があってもいい。そこで

結婚式をする案が挙がった。公園の

一部とはいえ、占用することが問題

視されたため、ロープなど区切りを

使わずに行った。

「これから結婚式をしますので、少

しだけスペースを空けてくださいま

せんか。そして、花嫁が通ったら拍

手をしてくれませんか」と公園利用

者に依頼。皆さん気持ちよく理解し

てくれ、その場が“祝福の輪”に包

まれた。コミュニケーションが最大

の武器、と改めて知った。

―確かに、公共の場を個人的なこと

に使うことは、一部の人にとって不

快なことかもしれません。でも、そ

れが幸せなことなら、拒否する理由

なんてどこにもありませんよね。む

しろその場にいることができてココ

ロが暖かくなるはず…。「日常を劇

場に」。ステキなコンセプトです。

クラウドファンディングで

公園を使い倒す！

「賑わいは滞在時間」

でも、そこに公園がある、というだ

けでは…。日中は子どもの遊び場、

オフィス街の人たちの昼食の場とな

るだけですよね…。いえ、それがNG

とは思いませんが、もっと積極的に

使う方法はないのでしょうか。特に

都会の公園はとても広く、何かもっ

たいない気も…。

「池袋リビングループ」というマル

シェイベントを池袋グリーン大通り

で行った。車のための道路を人のた

めのストリートにしたく、まずは池

袋署へ。しかしながら池袋署では前

例がないといわれ、警視庁に相談に

行った。何とか理解をしてもらえた

が、「みんなのイベント」にするた

め、費用の一部はクラウドファンデ

ィングで調達した。

クラウドファンディングとは、イン

ターネットを使い事業資金を募るこ

と。この方法には「お礼」をつける

ことが通常だが、寄付してくれた人

の名前を札にして公園の一部分に吊

るすことをお礼とした。しかし、中

には「こんな風に公園を使いたかっ

たんです」という理由で、無記名で

寄付してくれた人も多くいた。

このイベントがスムーズに実行でき

たのは、行政と民間（出店者）の間

に会社が入っていたから。出店した

い人を丁寧に選択し、「悪さはしま

せん」「何かあれば会社が責任を持

ちます」といえるから。クラウドフ

ァンディングと出店者の選択で、イ

ベントはつつがなく走り出せた。

マルシェは、生産者と購入者とが

“出会える”場となった。そして来

場者の滞在時間は長かった。賑わい

とは、通行量ではなく滞在時間と気

づかされた。

また、イベントのオープニングに

は、そのエリアの“偉い人”を招い

た。その賑わい創出法を見てもらう

こと、そして、そのイベントのオー

プニングに関与してもらうことで

「前例」を作ることができるから。

―確かに、公園をどう使いたいかは

民間が声を上げるべきで、それをど

う実現するかは警察や役所に手伝っ

てもらわなければならず、公園の楽

しみ方を“引き継いでいく”ために

はそのエリアの“偉い人”に見ても

らうことは自然な流れかもしれな

い。

そうだ、前例は作ればいい。そし

て、そのために役所の人の知恵を借

り、地域の“偉い人”の力を借り、

協力してくれる人を募って、必要な

ときは資金の手伝いをしてくれる人

を見つけ、「一丸」となって取り組

めばいいんだ！

もちろん、それらの準備は大変でし

ょうけれど、やりたいことがある人

は自主的に「公共空間であっても使

わせてください！」と声を上げても

いいんですね。それがみんなのため

であるのなら、きっと協力者は現れ

てくれるはず…。

日田には池袋リビングループの場所

となったグリーン大通りのような広

大な場所はありません。でも、それ

を嘆いても仕方がない…。でも、空

き店舗や公共空間（道路・歩道・河

川等）ならあります。

一時的なイベントではなく、空き

家・空き店舗、公共空間を使ったみ

んなのための常設のお店やゆったり

と集まれる場所ならもっとよし！

3日間通しで多くの人が案を「ねりね

り」したプロジェクトが、うまくス

タートしてくれますように！　

深夜まで行われたグループワークが

形になり、市民に喜ばれる場所にな

りますように！

ユニットワークと

最終プレゼンテーション

ユニットワークとは？

最終的に何を作り出すのか？

今回、「建物の役割・意味（コンテ

ンツ）」を考える対象となったの

は、日田駅周辺にある遊休不動産と

公共空間

◆市道駅前通りにある酒屋跡　

　ユニットマスター　桑原宏治

◆旧若竹旅館

　ユニットマスター　宮崎晃吉

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　ユニットマスター　青木純

です。

まさしく駅前周辺にどう賑わいを作

るのか、という“お題”にふさわし

い物件ばかり。

これら３ユニットは、折々に組み込

まれたレクチャーの時間以外、ほと

んどユニットワーク（議論）をして

いました。まちあるきで物件やその

周辺にある店舗を確認したり、オー

ナーに会って思いを聞き出したり、

朝・昼・晩と物件周辺にどれくらい

の人が歩いているのかを観察したり

…。

その上で、まちの人や観光客が喜ん

でくれそうな物件の使い方と、それ

を実現するために何が必要か、いく

ら位のランニングコストが必要かを

試算したり、その事業を実現する人

を探したりと、最終日に行われるプ

レゼンテーションに向けて取り組み

ました。

3日間のうち、数回、ユニットマスタ

ーへのショートプレゼンが行われま

したが、とても手厳しいコメントば

かり。「いくつかのコンテンツを組

み合わせるというが、その関係性が

明確でない」「それで人件費は稼げ

るの？」「せっかく尖ったコンテン

ツだと思っているのなら、デフレ志

向で低価格の競争をしてはだめ」…

それでもユニットのメンバーはめげ

ません。

ユニットワークは連日深夜まで及

び、夜中に大きく方向転換したユニ

ットも。最終日には概ねの事業計画

まで作成します。

ユニットワークは

こうして行われた！

まず行われたことは、各ユニット内

のメンバーそれぞれの自己紹介。さ

すがにここでは皆さん固い！　そし

て、少しの雑談の後、物件の下見に

出かけました。そして戻ってきてか

ら得た情報をホワイトボードに書き

出します。

・築何年/何階建て/何室あるか

・周囲にはどのようなお店や施設が

あるか

・これまでどのように使われてきた

のか

・オーナーさんの思い

・その物件のそばに何が不足してい

ると思うか

これらの情報を元に、「何にすれば

人が集まるか/市民が喜ぶものを作れ

るかなど」を各自思い思いに伝え合

います。どのユニットにおいても初

回聞かれたのは

・駅前通り近辺は、豆田町と隈町を

つなぐ「通り」

・サンリブ撤退後、ドラックストア

が来ることでどのような変化が起

こるかわかりづらい

などです。確かにドラックストアが

できるという不確定要素はあるもの

の、市民が欲しいものは市民が“発

掘する”ことが重要。ユニットマス

ターのアドバイスを得ながら、各ユ

ニットとも、その物件への理解を深

め続けます。

当初の各ユニットの抱いたイメージ

は、次の通りです。

◆市道駅前通りの酒屋跡

　駅前なのに広い歩道がある。待ち

合わせやちょっと呑み、ないしは

締めに利用できる飲食店にできな

いか。

◆旧若竹旅館

　もともと旅館だけに部屋数の多い

物件。周囲の小売店と連携して飲

食物などの提供をしながら、近所

の若い世代や子育て世代が気軽に

歓談に立ち寄れる場所にできない

か。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　小京都日田にふさわしい玄関口に

するため、着物の着付けやメイク

ができる施設にできないか。着物

を着た人がまちに増えれば、SNSな

どで情報発信してもらえるかも。

一晩で「目指すもの」が変わった

ユニットも！

先にも触れたとおり、ユニットワー

クとレクチャーが交互に行われまし

た。そして夜は懇親会やユニットで

の二次会も行われました。そこで打

ち解け、ユニットマスターからもさ

らに深い話をきいたメンバーの中

で、それぞれ思いの変化が起きたよ

うです。

中には、一晩で目指すものが一気に

変わってしまったユニットも現れま

した。

改めてまちの成り立ちやその物件の

“生い立ち”、その近辺にどのよう

な人たちが住んでいるのか、昼と夜

の変化など、今まで目にはしていて

も意識しなかったことを再認識し驚

いているメンバーも少なくありませ

んでした。

ユニットワークの光景を見ていて気

づいたのは、「市民と市役所職員が

フラットに語り合えるのだ」という

事実。時に“敵対関係”ともなり得

ることもあるこの官と民とが、これ

からのまちについて同じ机を囲んで

意見を出し合う。障壁となり得る行

政手続きの問題については官側から

説明をしてもらえる。このような関

係が今後も市民の目に付く場所で続

くように祈るばかりです。

では、いよいよ不動産オーナーと会

場に集まった方々に向けて最終プレ

ゼンテーションです！　駅周辺の3つ

の場所がどのように事業化されるの

か…。実施はまだ先でも、今から楽

しみでなりません。

3つのユニットからの

事業提案プレゼンテーション

◆市道駅前通りの酒屋跡

テーマ「0次会で気軽に立ち寄り、2

番人気のメニューを屋台で食べて、1

番人気のメニューを食べに店に行く

“HITA FOOD ENTRANCE021”」

歩道に屋台20基、座席数は60～80

席、営業時間は16時～19時。

屋台で「2番人気のメニューを出して

くれるお店」を募ることで、出店者

にはお客さんの獲得を、来店者には

新しいお店の発見を促します。しか

しながら、物件そのものはオフィス

に。お店の確保や行政・地元自治

会・商店街との調整を担い、備品リ

ースや屋台の倉庫としても使用。

ユニットメンバーの市職員が、道路

占用や消防など法に関することへの

対応を行います。民間側から「やり

ます！」と即答してくれたのは、市

内でカフェを経営するオーナーで

す。実はユニットメンバー内で自ら

事業を興す「プレイヤー」を発掘で

きなかったものの、最終プレゼンテ

ーション前夜、ユニットメンバーの

ひとりからの声かけで見つかった方

です。

屋台の月額賃料は、ガスなどのラン

ニングコストを除き1か月3万円。準

備にかかるイニシャルコストは547

万円（屋台・発電機・チラシ・鉄板

など）。これらを36か月で回収する

となると、屋台20台×8,000円は必

要と計算しました。もちろん事務所

を運営する費用も必要です。これら

を屋台への出店者にも負担してもら

うと、3万円となります。当初は事業

に必要な区画数を設け、その後増や

して行きたいという目論見です。

駅前に小さな屋台村ができると楽し

いだろうなぁ…。

◆旧若竹旅館

テーマ「日田の部室 WAKATAKE 

“部室で行われる活動は、趣味以

上・仕事未満“」

かつて、日田に訪れるビジネスマン

を家族のように受け入れてきた若竹

旅館。結婚式などのイベントごとが

行われることもありました。まさし

く“人の縁をつなぐ場所”。再開発

が進む中、迷路のような面白い建物

が残っているのも奇跡的、周囲には

マンションも多く、これらの人たち

に開かれた場にしたいと考えまし

た。

ユニットメンバーの一人にボードゲ

ームが趣味な方がいました。その方

の発言では、道具をしまっておく場

所も、本気で遊べる場所もなかなか

ないと。そこで、「大人の部活」を

テーマにしたのです。2階は12もの

個室があります。そこを大人の部活

部屋にし、1階の広間を部員や地域住

民が交流するためのカフェにしよう

という考えです。

このユニットでは、ユニットメンバ

ー（民間の方４名）で代表取締役と

取締役まで決めてしまいました。会

社名は「HITALIVE」。市職員（4名）

は部室の部長としてこの事業に参画

し、そのうち１名は一部屋借りる契

約になってました。

不動産オーナーからHITALIVEが1棟丸

ごと借り入れ、部室として1部屋1か

月3万円で貸し出し、カフェの売り上

げ高を1か月75万円に設定し、月10

万円以上の利益をだす事業計画。

大人が全力で遊ぶ姿を子どもに見せ

られたら…。福岡ほど洗練されては

いないけれど、楽しい場所はここに

もあるよ、と教えてあげられること

間違いなし。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

テーマ「ななつ星in日田＋ひなた

“特別な旅とちいさなチャレンジシ

ョップ”」

日田の玄関であるJR日田駅。JRを利

用した旅人が降り立ったとき、そこ

に特別な旅があったら…。市民が

代々受け継いできた着物を頂く・借

りるなどし着物レンタル、着付とメ

イクをセットにし、日田にある歴史

的建物や技術を体験できるプチ旅行

を7人のコンシェルジュがサポートす

るといいます。スローガンは「あな

た だ け の ・ 特 別 な 旅 」 。 1 組 7 万

7,700円で宿泊できる特別なプランの

中に着付・メイクを含み、他に7つの

特典をプランニングします。もちろ

ん、その宿から「ななつ星」を見る

ことも可能。

それに先駆け、駅前広場を管理する

会社を作り、公民連携パートナーシ

ップを結び、小さなビジネスを興せ

る「巣箱（日田杉で作った箱型屋

台）」でビジネスの芽を育てようと

目論見ます。1か月3万円で巣箱をレ

ンタル、1Dayチャレンジや常設の日

田物産・ジビエ料理などを取り扱う

店舗へ貸し出します。もしも“独

立”したくなったら、市内の空き店

舗へと誘導する予定なのだそう。

プチ旅計画で想定される川床設営や

集団顔見世のときの店舗設営に関し

ては、ユニットメンバーの市役所職

員がサポート。

事業は、先ず、株式会社HINATAがJR

九州の駅２階部分を賃貸で借り上げ

ます。駅前広場は、公共空間占用料

として日田市役所へ支払います。事

業そのものは、巣箱を活用した賃貸

事業と特別な旅を商品化した宿泊事

業に分け展開しますが、初期投資に

3,000万円必要。ですが、5年で費用

回収できる事業計画としています。

私も駅から程近いところに住んでい

ますが、なかなか駅前まで足を運ぶ

ことがありません。さすがに市民の

方が宿泊することはないでしょう

が、「巣箱」で取り扱われる市内の

物産には興味があります！
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「みんなのためのものは

誰のためでもない」

株式会社まめくらし代表取締役

株式会社nest代表取締役

青木 純

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。そのおひとりは、

自身が不動産オーナーである青木純

さん。賃貸物件を貸す側の方のお話

ですので、これは興味津々です。

青木さんの物件はとても人気で、事

前にホームページからプチ・論文の

ようなものを送り、それをパスしな

ければ入居できないほど。これによ

って小さなコミュニティ作りに取り

組んでいます。

もしもこのお話を聞きたいときは、

「TED×Tokyo 2014」を見てみてく

ださい。10分ほどの動画ですが、ス

ライドを用いながらのお話ですの

で、イメージしやすくなると思いま

す。

https://www.youtube.com/

watch?v=34kEARK5yfU　

（青木純 TED×Tokyo 2014）

そのような「幸せな賃貸物件のオー

ナー」は、まちづくりをどのように

考えているのでしょうか。

「物件は、物語」

実際、賃貸物件の一室に住んでいる

筆者は、お隣の人とほとんど会話を

したことがありません。越してきて

まだ2冬目、という期間の問題もあり

ますが、子どもが同じ学校に通って

いる、ペットを飼っているなどの

“共通点”でもないかぎり、どれほ

ど長期間住んでもきっとこの状況は

変わらないでしょう。

しかしながら、青木さんの物件は違

います。お隣とデッキ伝いにゆるく

繋がれる・1階の公共スペース（庭）

で定期的にピザを焼くなど、「同じ

屋根の下」にいるもの同士が自然と

触れ合えるような仕掛けをしている

のです。

賃貸住宅とは、人と人との関係があ

ってしかるべき場所。家は買うもの

という価値観を持たず、家という資

産を手に入れない選択をした店子に

対し、大家はそれだけの価値を提供

しなければならない。

入居前に入居者が希望する壁紙を貼

ってもらうようにしている。それを

手伝いに来る既存の入居者とも仲良

くなれる。1階の庭には、入居者に草

花を植えてもらった。自身の植えた

ものは成長が気になるから庭の手入

れもしたくなる。

コンセプトは「育つ賃貸住宅」。周

囲は田んぼや畑。それらの場所とも

繋がるため、垣根は低く作った。店

子同士の繋がりを楽しんでもらうた

め、庭スペースにピザ釜を作った。

それが楽しすぎて頻度が多かった

頃、ご近所から「煙が」と苦情が出

たが、それを逆手に取り、「ピザを

焼きますからご一緒しませんか」と

ご招待すると、ご近所さんとも仲良

くなれた。コミュニティが広がった

瞬間だった。

ときにはご近所の畑のおばちゃんが

野菜を差し入れしてくれることもあ

った。そのたまねぎをアルミホイル

で包み丸焼きにするととても甘くて

おいしい。それをお返しした結果、

その人の畑の一部を入居者が借り、

野菜作りを始め、栽培法をその人か

ら教えてもらうといういい関係が築

けた。

このような雰囲気があれば、入居を

決めた人も「ああ、歓迎されている

な」と思ってくれ、緊張せず生活を

始められる。建物のみならず、その

雰囲気もまた魅力となって賃料を高

く設定しても入居希望者は絶えな

い。

庭の一箇所に、入居者であるアーテ

ィストが黒板絵を展示できるスペー

スを作った。日々、何がしかのメッ

セージを近隣の人に伝えられるよう

にしたものだったが、ある日、「今

日は母の日ですね」という文言を掲

示した。

それまで、敷地を囲う壁を低くして

いたため、ゴミの投げ込みが多数あ

ったが、この日はご近所のお母さん

方へカーネーションを贈る人が多か

った。その理由がこの黒板絵だった

ことを知った“ご近所婦人部”は、

「ゴミのポイ捨て防止」のパトロー

ルを始めてくれた。自分の貸してい

る物件のみならず、近隣の環境へも

感心を持ってくれる人が増えたこと

はうれしかった。

この賃貸物件では、公式ホームペー

ジなどを作り、「成長日記」のよう

に情報公開している。定期的にイベ

ントを行い、それに地域の人にも参

加してもらいながら、「地域・店

子」をゆるい、いいかえれば気持ち

よい距離感で結んでいく仕組みを作

っている。

―同じ“家”に住んでいる人同士だ

けでなく、ご近所との繋がりもでき

たら、そこでの子育てへの不安は減

るでしょう。もちろん、同じ物件に

住む人同士も仲がよければ、この上

ない安心感です。

もしも筆者が子育て中にこんな物件

に出会え、入居できていれば、きっ

と安心して子育てできただろう、名

前しか知らない人と生活する不安・

不便は感じなかっただろうと思いま

す。

日本の全世帯における単独世帯・夫

婦のみの世帯・夫婦と子どものみの

世帯・一人親と未婚の子の世帯（≒

核家族）の率は、平成28年時点でな

んと78.9％にも上ります。これに今

後高齢者の独り住まいが増えていく

となると…やはり、コミュニティが

出来上がっていて、そのコミュニテ

ィの質は重要と思えてきます（平成

28年国民生活基礎調査の概況・世帯

数と世帯人数の状況│厚生労働省）。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/02.pdf

“コミュニティ作り”が認められ

JR宿舎のリノベーション依頼が！

このようにして、青木さんのコミュ

ニティ作りの“実力”が広く知ら

れ、いよいよリノベーションの仕事

が舞い込みました。JRの社宅を楽し

い住まいに変えるというものです。

今この記事をパソコンないしはスマ

ートフォンなどでご覧になっている

方は、以下のURLからその公式サイト

にアクセスしてみてください。これ

が、元社宅なのか、という驚きが待

っていますよ（アールリエット高円

寺│株式会社ジェイアール東日本都

市開発）。

http://www.jrtk.jp/r-lieto/koenji/

これこそまさに、「今あるもの」

「（ちょっと）古臭いもの」を蘇ら

せた事例です。住む人だけでなく、

近隣の人もふらっと立ち寄れる店舗

が1階に入っています。

JRから、社宅のリノベーションを委

託された。近隣と隔絶するようにそ

びえていた外壁をなくし、1階部分に

店舗と広場を設けた。壁が無いので

人が集まる。イベントもできる。そ

してJR中央線を利用している人から

もその楽しさが見て取れる。「小さ

な公共」は、民間でも充分に取り組

み可能。

消滅可能性都市・

豊島区の公園が蘇る！

少し前に、「消滅可能性都市」とい

う言葉が流行しました。20歳から39

歳の女性の数が2010年から2040年

にかけて5割以下に減る自治体を示す

言葉です。もちろん、人口流出の傾

向も加味されている推定値ですの

で、無視するわけにはいきません。

さて、この日田はどうでしょう。平

成28年現在、日田市の高齢化率は33

％（全国平均26.７％）と高く、ご存

じの通り教育を受けられるのは高校

まででその後進学しようとすると市

外へと人が出て行く状態です（日田

市まち・ひと・しごと創生 人口ビジ

ョン 年齢3区分別人口）。

http://www.city.hita.oita.jp/material/

files/group/9/46406277.pdf

「地方だから」「田舎だから」―そ

んなことはないようです。なんと、

東京の豊島区も消滅可能性都市に

“ランクイン”しているのです。

東京都内でありながら、公園のメン

テナンスが8年間できなかった豊島

区。まさしくスラム化という言葉が

マッチした公園になってしまったと

の事です。

この公園をなんとかしたいと、青木

さんはプロポーザル（公共事業を行

う前の提案募集）に挙手、収益の話

も盛り込んで提案しました。

東京電力が地下変電所を作るという

話があり、それに加え東京メトロの

地下使用料で公園のメンテナンス料

金が賄えることを訴えました。

公園そばのグリーン大通りに店舗を

作り、貸し出すことで賃料も入る。

地域の商店街にもその賃料から0.5％

還元できる。地域の活性化に寄与で

きると伝えた。通りや公園を作れば

よい、ということではなく、いかに

地域にお金が落とせるか、活性化で

きるかを考え抜くかがポイント。

公園を維持する人たちを

クローズアップ

でも、作ったら終わりではないの

が、今回招かれたユニットマスター

のみなさん。青木さんはどのように

して「続けて」いったのでしょう

か。今回の公園とその周辺の取り組

みに継続して関わる、継続して何か

を発信するために、何をしたのでし

ょうか。

公園でしていることは、基本的に家

でしていることの延長。子どもが遊

ぶのもそう。リビングでくつろぐよ

うに芝の上に寝転ぶのもそう。池袋

南公園でのイベントを動画にし、

YouTubeに投稿したところ、区役所

の職員に叱られた。「勝手にしない

で、確認を取って」と。

一方、公園を自由に楽しそうに使って

いる人たちの姿を動画で見た人からも

叱られた。なぜかというと、公園は自

由に使えるどころか、芝の養生のため

に立ち入り禁止になっていたから。確

かに残念に思っただろう。

それらを支える公園指定管理者と相

談をし、芝との付き合い方に関する

フェイスブックページを作って情報

発信をした。芝の成長のためにはこ

れだけの手間がかかります、このよ

うな手入れが必要ですなど…。指定

管理者の中にこまめに情報発信をし

てくれる方がいて、丁寧に説明して

くれる。なおかつ、キャラクターも

作り芝や公園のどこかの風景と一緒

に写真に収めることで、段々認知度

があがり、むしろ公園の手入れをし

てくれている人が「ありがとう」と

声をかけられることが増えたとい

う。

これは、「顔の見える私を持ち込

む」という手法。ネットでは顔が見

えないから批判が出ることがある。

丁寧に仕事内容を説明し、顔を見せ

ることでそれらは「ありがとう」に

変わり得る。

―確かに、お世話をしてくれている

人の苦労にまでは目は行きません

ね。誰が何をしてくれているのかが

わからないというだけで簡単に苦情

だけを言ってしまうのは、もしかし

て日本人の悪いくせ？　と思ってし

まいました。ひとつのコト・モノの

影にいるたくさんの人たちのことに

思いを馳せることができないのな

ら、ネットで見せればいい…。

雑誌やWEBのライターをしている私

でさえ、時々それは忘れてしまうこ

と で し た 。 「 苦 労 し て い る ん で

す！」という発信方法だと拒否感を

示されてしまうけれど、「今日はこ

んな作業をしました」「今の季節、

芝の成長に最も適しています」「一

部のエリア、手入れのために今は使

えません」など、その時々の情報が

あれば、それだけでも「ありがた

い」と思ってしまうでしょう。

情報発信は大事、そしてその表現法

はもっと大事。勉強になります。

「日常を劇場に」

先に公園でしていることと家でして

いることは似ているといったが、時

には“華”があってもいい。そこで

結婚式をする案が挙がった。公園の

一部とはいえ、占用することが問題

視されたため、ロープなど区切りを

使わずに行った。

「これから結婚式をしますので、少

しだけスペースを空けてくださいま

せんか。そして、花嫁が通ったら拍

手をしてくれませんか」と公園利用

者に依頼。皆さん気持ちよく理解し

てくれ、その場が“祝福の輪”に包

まれた。コミュニケーションが最大

の武器、と改めて知った。

―確かに、公共の場を個人的なこと

に使うことは、一部の人にとって不

快なことかもしれません。でも、そ

れが幸せなことなら、拒否する理由

なんてどこにもありませんよね。む

しろその場にいることができてココ

ロが暖かくなるはず…。「日常を劇

場に」。ステキなコンセプトです。

クラウドファンディングで

公園を使い倒す！

「賑わいは滞在時間」

でも、そこに公園がある、というだ

けでは…。日中は子どもの遊び場、

オフィス街の人たちの昼食の場とな

るだけですよね…。いえ、それがNG

とは思いませんが、もっと積極的に

使う方法はないのでしょうか。特に

都会の公園はとても広く、何かもっ

たいない気も…。

「池袋リビングループ」というマル

シェイベントを池袋グリーン大通り

で行った。車のための道路を人のた

めのストリートにしたく、まずは池

袋署へ。しかしながら池袋署では前

例がないといわれ、警視庁に相談に

行った。何とか理解をしてもらえた

が、「みんなのイベント」にするた

め、費用の一部はクラウドファンデ

ィングで調達した。

クラウドファンディングとは、イン

ターネットを使い事業資金を募るこ

と。この方法には「お礼」をつける

ことが通常だが、寄付してくれた人

の名前を札にして公園の一部分に吊

るすことをお礼とした。しかし、中

には「こんな風に公園を使いたかっ

たんです」という理由で、無記名で

寄付してくれた人も多くいた。

このイベントがスムーズに実行でき

たのは、行政と民間（出店者）の間

に会社が入っていたから。出店した

い人を丁寧に選択し、「悪さはしま

せん」「何かあれば会社が責任を持

ちます」といえるから。クラウドフ

ァンディングと出店者の選択で、イ

ベントはつつがなく走り出せた。

マルシェは、生産者と購入者とが

“出会える”場となった。そして来

場者の滞在時間は長かった。賑わい

とは、通行量ではなく滞在時間と気

づかされた。

また、イベントのオープニングに

は、そのエリアの“偉い人”を招い

た。その賑わい創出法を見てもらう

こと、そして、そのイベントのオー

プニングに関与してもらうことで

「前例」を作ることができるから。

―確かに、公園をどう使いたいかは

民間が声を上げるべきで、それをど

う実現するかは警察や役所に手伝っ

てもらわなければならず、公園の楽

しみ方を“引き継いでいく”ために

はそのエリアの“偉い人”に見ても

らうことは自然な流れかもしれな

い。

そうだ、前例は作ればいい。そし

て、そのために役所の人の知恵を借

り、地域の“偉い人”の力を借り、

協力してくれる人を募って、必要な

ときは資金の手伝いをしてくれる人

を見つけ、「一丸」となって取り組

めばいいんだ！

もちろん、それらの準備は大変でし

ょうけれど、やりたいことがある人

は自主的に「公共空間であっても使

わせてください！」と声を上げても

いいんですね。それがみんなのため

であるのなら、きっと協力者は現れ

てくれるはず…。

日田には池袋リビングループの場所

となったグリーン大通りのような広

大な場所はありません。でも、それ

を嘆いても仕方がない…。でも、空

き店舗や公共空間（道路・歩道・河

川等）ならあります。

一時的なイベントではなく、空き

家・空き店舗、公共空間を使ったみ

んなのための常設のお店やゆったり

と集まれる場所ならもっとよし！

3日間通しで多くの人が案を「ねりね

り」したプロジェクトが、うまくス

タートしてくれますように！　

深夜まで行われたグループワークが

形になり、市民に喜ばれる場所にな

りますように！

「もてあます時代　～所有すること

が目的にならない時代～」

一級建築士

HAGI STUDIO代表取締役

宮崎晃吉

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。二人目は宮崎晃吉

さん。古い木造の賃貸アパート（ト

イレ共同・お風呂なし！）を改修し

て人の集まる場所にしたり、同じく

古いアパートに手を入れてまち全体

をホテルに見立てた宿泊施設にした

りと、「知恵の宝庫」とも言える方

です。

とはいえ、宮崎さんにはちょっとし

た“苦い思い出”もあるようで…。

等身大の起業とでもいいましょうか

…。これから「まちのために何かを

したい！」「空き家・空き店舗を使

っ て 何 か 楽 し め る 場 所 を 作 り た

い！」という方に多くのアイディア

をくださいました。

「いきなり大きなことは

できません！」

宮崎さんは、大学時代に既に起業さ

れていました。築50年の空き家だっ

たアパートを1棟丸ごと一時的に借り

受け、壁を取り払い6畳一間だった部

屋を12畳にリノベーション、住みや

すい場所にしたことで住人の知人が

寄り集まり、「知らない人が毎夜飲

み会をしている場所」になったのだ

とか。まさしく「賑わい」ですね。

そのアパートは大学まで徒歩15分、

近隣は木造の古い建物が多く「日本

の風情」を残したエリアでした。若

い学生達なら敬遠しそうなところで

すが、むしろ集まりやすい場所にし

てしまったとは、何とすごい…。

そのアパートは、東京都台東区谷中

にあった。戦災を逃れたため近所は

古い木造の建物が多くまさしく下町

というイメージ。実際オーナーさん

にとって借り受けたアパートは「ゴ

ミ」という印象だったようだ。

地の利はいい。大学まで徒歩15分。

全く借り手のなかったアパートに手

を入れて1室あたり12畳にすること

で価値を生み出そう、自分たちで修

繕するからその分賃料を3万円にして

くれとオーナーに掛け合った。それ

が実現した頃には、夜な夜な誰かが

遊びに来る楽しい場所となってくれ

た。

ここで気づいたのは、「いきなり大

きなことはできない」ということ。

いくら1棟丸ごと託してもらえたとは

いえ、自分たちでやらなくてはなら

ないことも多く、小さなことを少し

ずつやった、といえる。

「人のお金で好きなものを

作れていいですね」

大学卒業後、宮崎さんは大分県出身

の建築家、磯崎新氏の事務所に就

職。何だかすごいです。宮崎さん、

「近代的な建物を次々と生み出す人

になるのでしょうか…。」今回のひ

たReデザインプログラムのお題にそ

ぐわないような…。いえいえ、そん

なことはありません。この就職で仕

事をしていくうちに、「建築の未

来」が見えたのだそう。

磯崎新事務所に就職して、上海に1年

駐在した。先輩はタワーマンション

が、自分には木造の賃貸アパートが

あてがわれた。確かにタワーマンシ

ョンは清潔感があっただろうが、自

分自身在学中は木造賃貸に住んでい

たので別段抵抗感はなかった。むし

ろ近所のまちの風情や、人付き合い

は個人的には楽しかった。

上海はいい意味で古いものを大切に

している。防空壕をダンスクラブ

に、ドイツ人技師が作った屠殺場が

焼肉店になっていたり…壊さない、

つまり、歴史をそのまま受け入れて

いることが自分にとっては好ましく

感じられた。

ちょうどその頃、クライアントから

放たれた一言が胸に刺さった。「建

築家の先生はいいいですね、人のお

金を使って好きなものを作れるんで

すから」。また同時期に「3.11東日

本大震災」が起こった。建築に携わ

る者としてボランティアに赴いた

が、何もできなかったことに無力感

を覚えてしまった。

そのとき、手を入れたアパートのオ

ーナーから連絡が。震災により多く

の建物が壊れてしまったことを目の

当たりにし、自身所有のアパートの

強度に不安を感じたようで「駐車場

にする」と聞かされた。「それなら

ば、建物のお葬式をさせてくださ

い」と申し出た。

萩荘という名のアパートだったの

で、「ハギエンナーレ」と題したア

ートイベントを企画。アーティスト

の力を借りて展示をしたり、家に落

ちている釘を壁一面に打ちつけた

り、吹き抜けを作ってベッドに鳩を

“宿泊”させたり…。

その小さなイベントの賑わいを見

て、オーナーも「もったいない」と

感じたようだった。このとき、自分

自身も「建築とお金」「未来と生み

出せるお金」について考え始めた。

―確かに、古いからという理由で何

でも壊してしまうのは、エコロジー

が叫ばれている今、時代に逆らって

いる気がします…。使えるものは使

う、手を入れてよみがえるものがあ

れば手を入れる、それがある意味

「正当」といえる現代、宮崎さんの

考え方が変化したのは充分に理解が

できます。

お金の試算で「未来を見せる」

その後、この荻荘はどうなったので

しょうか。宮崎さんは、「更地にし

て新築物件を建てた場合」「更地に

して駐車場にした場合」「リノベー

ションした場合」の3通りでオーナー

の収益を試算してみました。結果、

オーナーは「リノベーション」を選

択。宮崎さんは事業者としてリノベ

ーションとテナント募集を請け負う

ことになりました。

コンセプトは「最小の文化複合施

設」。1階はアートギャラリーとカフ

ェ、2階は美容室などのテナント。も

ちろん資金調達もしなければなりま

せんが、親戚や日本政策金融公庫か

らの借入で賄いました。それでも不

足した分はクラウドファンディング

で調達したそうです。

先にも言ったとおり、いきなり大き

なことはできない。一番最初のオー

プニングパーティーには200人が来

場し、あまりの賑わいに救急車や消

防車、パトカーが出動することにな

り、近隣からは苦情の電話が入った

が、これがご近所づきあいの始まり

となった。

その後半年、資金は底を尽きかけ低

迷。カフェのメニューを変えるな

ど、微調整を繰り返しながら何とか

持ち直せた。始めてみて気づくこと

も多くある。その点は皆さんにも知

っておいて欲しい。

努力の甲斐があり認知度が上がるに

つれ、そのうち「結婚式をしたい」

という人が現れた。とはいえ、荻荘

は狭い。結婚式の全てを賄うことは

できない。それまでカフェで1回3分

程度のパフォーマンス300円という

“パフォーマンスカフェ”というイ

ベントをしていた縁でつながった地

域の商店と連携した。新郎新婦と共

にお祝いに駆けつけた人たちがまち

めぐりをし、花や風船をもらいなが

ら荻荘へ、お祝いの食事を荻荘で行

うプランで実行した。

―確かに、最初から思ったとおりの

結果は出せませんよね…。起業した

人が「辛い」と思うことはあり得る

ことです。しかしながら、大きな会

社に勤めている人が辛くない訳でも

ありません。よくよく考えると、辛

いポイントが違うだけ。資金と人間

関係なのか、歯車として働かされる

ことの面白くなさなのか…。それだ

ったら、楽しいことのほうを選ぶの

も悪くなさそう…。

まち全体を宿泊施設にみたてる

「HANARE」

―まちを楽しむ仕掛け

宮崎さんは、ここで足を止めたりは

しませんでした。荻荘に近いところ

に「第二丸越荘」という魅力的な物

件を見つけたのです。物件は古くと

もオーナーは若い方。おばあちゃん

から相続したものをそう易々と手放

すことに抵抗感を覚えているのだ、

と語ったそうです。手放せない、で

も毎年の固定資産税は生じる…。

宮崎さんは、「10年定期借家しま

す、賃料は先払いします」と伝えた

のだそう。それで何が起こったので

しょうか。

谷中は東京でも珍しく、銭湯が比較

的多く残っている場所。そして、お

酒を飲める飲食店もあり、夕暮れ時

は「日本」を感じられる風情があ

る。これを活かさない手はないと考

え、宿泊施設「HANARE」にするこ

とにした。

建物は、建築基準法・旅館業法・消

防法をクリアしなければならなかっ

た。後は朝食の提供場所、チェック

インのためのカウンターの確保。荻

荘の1階のカフェを朝食のための場

に、同じく荻荘の2階のテナントスペ

ースをチェックインのための場所に

した。HANAREからは少し歩いても

らうことになるが、まちを楽しむ移

動、つまり散歩・まち歩きとして捉

えてもらえればと思った。

決して新しい建物ではないHANARE

の部屋だから、アメニティで「おも

てなし」を表現しなければならな

い。石鹸や歯ブラシなどがきっちり

と収まるへこみを設けた真四角の箱

を作ってもらい、そこにアメニティ

グッズを丁寧に納める。「HANARE」

ロゴ入りお風呂バッグも入れてお

く。それらアメニティグッズをお風

呂バッグに入れ、銭湯を楽しんでも

らうようにした。

事前に5軒の銭湯と話をつけ、「銭湯

券」も渡すようにしているので、宿

泊客はその5軒の銭湯のうち好きなと

ころへと向かう。銭湯の人もそれを

知っているので、HANAREのバッグ

を持っている人には親切にしてくれ

る。まちとHANAREがWin-Winとな

る。

これで何が起こったか。オーナーは

10年先払いされたお金でリノベーシ

ョンの資金をほとんど賄え、思い入

れの深い建物を手放さずに済んだ。

我々HANAREは法で認められるうち

最大限、好きなようにリノベーショ

ンできた。そして、1泊朝食付き1人

1万円のプランが出来上がった。

―前回のレポートでもご紹介したと

おり、20代を中心とした若い人がお

金を出したくなるものは、「体験」

でした。これを文字通り実現したの

がHANAREのように感じられます。

宿に泊まる・まちを歩きその雰囲気

を楽しむ・その土地ならではのもの

を食べる…まさしくHANAREではそ

んな体験ができそうです。

旅行に出かけるとき、「どこに行こ

う」「何を食べよう」「ガイドブッ

ク通りでない何かを探したい」…実

は出かけるまでが楽しかったりしま

すよね。パッケージツアーや、館内

で食事・温泉・お土産購入まで済ん

でしまういわゆる「囲い込み宿」は

便利だけど、何か物足りない。そん

な人向けの宿、すごく楽しそうで

す。

ヨーロッパでは、「アルベルゴ・デ

ィフーゾ」といって、観光客が選び

づらい小規模な村を活気付けるた

め、歴史ある建物をゲストルームと

して活用するムーブメントが起きて

いるそう。泊まるというより、「暮

らす」に近い体験ができるので、数

日休みが取れそうなときに選んでみ

たい“宿泊方法”です。

このHANARE、なんと、エールフラ

ンスの機内誌に掲載されたそうで

す。HANAREの部屋数は5つ。びっく

りです。

「都市をハックせよ！」

―今あるものを活かすために

HANAREがあることで、周囲の銭湯

も飲食店も、これまでどおりに営業

ができる。まさしく、民間が営業す

る「公的な何か」のようです。しか

も、それぞれが1箇所に集まらなくて

もいい。ちょっとまちを歩いてもら

うだけで用は足りる、という訳で

す。

さて、宮崎さんがいま経営している

施設はもうひとつあります。それ

は、イートインスペースのあるお惣

菜 屋 さ ん 「 T A Y O R I 」 。 荻 荘 、

HANAREに程近い場所にあるビルの2

階です。この場所に関しては、宮崎

さんからの働きかけではなく、その

オーナーから「うちでも何かできな

いか」と声をかけられたのだそう。

既に荻荘のカフェで知り合いになっ

ていた生産者さんから送られてくる

食材で、健康的なお惣菜を販売して

いる。そこで地域の人たちを結び付

けられるよう、子連れでもOKの座敷

も作った。

古い郵便局のカウンター風のコーナ

ーを作り、そこで生産者の紹介をし

ている。そして、そのカウンターに

置いてある筆記用具などで生産者に

手紙を書けるようにした。いわゆる

「顔の見える農業」が実現するだけ

でなく、それを口にした消費者から

の生の声を聞くことで生産者のモチ

ベーションもあがる。

必要な考え方は「既存のものをどう

活かすか」。都市をハックしてやろ

う、というもの。偶然は積み重なる

と必然（ミラクル）になる。これを

私は体験してきた。ミラクルとは、

共感してくれる人が増える、仲間が

増えること。

―都会でも、「顔の見える農業」が

できるんですね。私たちのように地

方に住んでいると、知り合いからの

おすそ分けを頂くこともあります。

または道の駅で生産者さんのプロフ

ィールを目にしたり、案外“近い

人”のことを知る訳ですが、確かに

都会だと誰が作った農産物かわから

ないものが多いでしょう…。

特に子育て中の若いお父さん・お母

さんたちにとって、子どもの体が出

来上がるまでの間、良いものを食べ

させたいと願うのは自然なこと。こ

れらのひとたちを座敷で自然に繋

ぎ、さらには生産者さんとも繋いで

しまうとは。口にするものは信頼で

きる人から買いたい。よいものを作

ってくれる人を応援したい。まさし

く共感、まさしくミラクル。

「ローカルであることが

グローバルである」

今、このレポートを読んでくださっ

ている方はご存じのはずです。現在

流行している言葉の中に「リノベー

ション」があるということ。これを

宮崎さんが解釈すると、

・今あるものを、別の見方で新たな

ものに変換させる

ということなんだそうです。建物を

リノベーションしたからといって、

それだけで商売繁盛することはない

でしょう。だって、それは単に「入

れ物をきれいにしただけ」ですか

ら。

宮崎さんの考え方なら、すんなり理

解できます。HANAREの例なら、

・古いアパート（宿泊施設）

・5つの銭湯（HANAREにはない入浴

施設を肩代わり）

・近所の飲食店（ホテルでいうとこ

ろのレストランやバーとしての役

割）

確かにこれらを点と考えれば、それ

ぞれは「ローカル」です。しかしな

がら、上のように有機的に繋ぐこと

で「小さなグローバル」ができあが

ります。

今は、モノを持て余す時代。右肩上

がりの頃はいいものを手に入れた

い・所有したいということが目的だ

ったが、その頃手に入れたモノが今

やお荷物になっているケースすらあ

る。それを活用しなくてどうする。

建築の仕事をしている多くの人たち

は「新しいものが建てられない」と

悲観しているが、私を含め一部の人

間はワクワクしている。今あるも

の、エリアの歴史、これらをどう使

うのかを問われている。

ここで話を聞いている人の中には、

谷中だからできるんでしょ、芸大そ

ばだからできるんでしょ、とおっし

ゃるかもしれない。それは当然。谷

中だから、芸大そばだから、ではな

く、自分にできること・ここででき

ることを突き詰めているから。

やらない理由を考えているうちにチ

ャンスは逃げる。そんな時間がある

なら、やってしまえばいい。多少借

金しても死ぬわけではなし。やって

やろう！と思って欲しい。

―確かに…。一昔前とは違い、日本

でも、事業における多少の失敗は

「チャレンジした証」として捉えら

れる空気が醸成されはじめていま

す。もしも、ですよ…「みんなのた

めにもなるから」とある事業を興し

たとします。そして、それが仮に失

敗したとしても、笑う人には笑わせ

ておけ、です。その代わり、本当に

真剣にその事業と向き合ったのな

ら、それに共感してくれた人たちと

いう何物にも代えがたい財産が残り

ます。

さぁ、やってやりましょうよ！

ユニットワークと

最終プレゼンテーション

ユニットワークとは？

最終的に何を作り出すのか？

今回、「建物の役割・意味（コンテ

ンツ）」を考える対象となったの

は、日田駅周辺にある遊休不動産と

公共空間

◆市道駅前通りにある酒屋跡　

　ユニットマスター　桑原宏治

◆旧若竹旅館

　ユニットマスター　宮崎晃吉

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　ユニットマスター　青木純

です。

まさしく駅前周辺にどう賑わいを作

るのか、という“お題”にふさわし

い物件ばかり。

これら３ユニットは、折々に組み込

まれたレクチャーの時間以外、ほと

んどユニットワーク（議論）をして

いました。まちあるきで物件やその

周辺にある店舗を確認したり、オー

ナーに会って思いを聞き出したり、

朝・昼・晩と物件周辺にどれくらい

の人が歩いているのかを観察したり

…。

その上で、まちの人や観光客が喜ん

でくれそうな物件の使い方と、それ

を実現するために何が必要か、いく

ら位のランニングコストが必要かを

試算したり、その事業を実現する人

を探したりと、最終日に行われるプ

レゼンテーションに向けて取り組み

ました。

3日間のうち、数回、ユニットマスタ

ーへのショートプレゼンが行われま

したが、とても手厳しいコメントば

かり。「いくつかのコンテンツを組

み合わせるというが、その関係性が

明確でない」「それで人件費は稼げ

るの？」「せっかく尖ったコンテン

ツだと思っているのなら、デフレ志

向で低価格の競争をしてはだめ」…

それでもユニットのメンバーはめげ

ません。

ユニットワークは連日深夜まで及

び、夜中に大きく方向転換したユニ

ットも。最終日には概ねの事業計画

まで作成します。

ユニットワークは

こうして行われた！

まず行われたことは、各ユニット内

のメンバーそれぞれの自己紹介。さ

すがにここでは皆さん固い！　そし

て、少しの雑談の後、物件の下見に

出かけました。そして戻ってきてか

ら得た情報をホワイトボードに書き

出します。

・築何年/何階建て/何室あるか

・周囲にはどのようなお店や施設が

あるか

・これまでどのように使われてきた

のか

・オーナーさんの思い

・その物件のそばに何が不足してい

ると思うか

これらの情報を元に、「何にすれば

人が集まるか/市民が喜ぶものを作れ

るかなど」を各自思い思いに伝え合

います。どのユニットにおいても初

回聞かれたのは

・駅前通り近辺は、豆田町と隈町を

つなぐ「通り」

・サンリブ撤退後、ドラックストア

が来ることでどのような変化が起

こるかわかりづらい

などです。確かにドラックストアが

できるという不確定要素はあるもの

の、市民が欲しいものは市民が“発

掘する”ことが重要。ユニットマス

ターのアドバイスを得ながら、各ユ

ニットとも、その物件への理解を深

め続けます。

当初の各ユニットの抱いたイメージ

は、次の通りです。

◆市道駅前通りの酒屋跡

　駅前なのに広い歩道がある。待ち

合わせやちょっと呑み、ないしは

締めに利用できる飲食店にできな

いか。

◆旧若竹旅館

　もともと旅館だけに部屋数の多い

物件。周囲の小売店と連携して飲

食物などの提供をしながら、近所

の若い世代や子育て世代が気軽に

歓談に立ち寄れる場所にできない

か。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　小京都日田にふさわしい玄関口に

するため、着物の着付けやメイク

ができる施設にできないか。着物

を着た人がまちに増えれば、SNSな

どで情報発信してもらえるかも。

一晩で「目指すもの」が変わった

ユニットも！

先にも触れたとおり、ユニットワー

クとレクチャーが交互に行われまし

た。そして夜は懇親会やユニットで

の二次会も行われました。そこで打

ち解け、ユニットマスターからもさ

らに深い話をきいたメンバーの中

で、それぞれ思いの変化が起きたよ

うです。

中には、一晩で目指すものが一気に

変わってしまったユニットも現れま

した。

改めてまちの成り立ちやその物件の

“生い立ち”、その近辺にどのよう

な人たちが住んでいるのか、昼と夜

の変化など、今まで目にはしていて

も意識しなかったことを再認識し驚

いているメンバーも少なくありませ

んでした。

ユニットワークの光景を見ていて気

づいたのは、「市民と市役所職員が

フラットに語り合えるのだ」という

事実。時に“敵対関係”ともなり得

ることもあるこの官と民とが、これ

からのまちについて同じ机を囲んで

意見を出し合う。障壁となり得る行

政手続きの問題については官側から

説明をしてもらえる。このような関

係が今後も市民の目に付く場所で続

くように祈るばかりです。

では、いよいよ不動産オーナーと会

場に集まった方々に向けて最終プレ

ゼンテーションです！　駅周辺の3つ

の場所がどのように事業化されるの

か…。実施はまだ先でも、今から楽

しみでなりません。

3つのユニットからの

事業提案プレゼンテーション

◆市道駅前通りの酒屋跡

テーマ「0次会で気軽に立ち寄り、2

番人気のメニューを屋台で食べて、1

番人気のメニューを食べに店に行く

“HITA FOOD ENTRANCE021”」

歩道に屋台20基、座席数は60～80

席、営業時間は16時～19時。

屋台で「2番人気のメニューを出して

くれるお店」を募ることで、出店者

にはお客さんの獲得を、来店者には

新しいお店の発見を促します。しか

しながら、物件そのものはオフィス

に。お店の確保や行政・地元自治

会・商店街との調整を担い、備品リ

ースや屋台の倉庫としても使用。

ユニットメンバーの市職員が、道路

占用や消防など法に関することへの

対応を行います。民間側から「やり

ます！」と即答してくれたのは、市

内でカフェを経営するオーナーで

す。実はユニットメンバー内で自ら

事業を興す「プレイヤー」を発掘で

きなかったものの、最終プレゼンテ

ーション前夜、ユニットメンバーの

ひとりからの声かけで見つかった方

です。

屋台の月額賃料は、ガスなどのラン

ニングコストを除き1か月3万円。準

備にかかるイニシャルコストは547

万円（屋台・発電機・チラシ・鉄板

など）。これらを36か月で回収する

となると、屋台20台×8,000円は必

要と計算しました。もちろん事務所

を運営する費用も必要です。これら

を屋台への出店者にも負担してもら

うと、3万円となります。当初は事業

に必要な区画数を設け、その後増や

して行きたいという目論見です。

駅前に小さな屋台村ができると楽し

いだろうなぁ…。

◆旧若竹旅館

テーマ「日田の部室 WAKATAKE 

“部室で行われる活動は、趣味以

上・仕事未満“」

かつて、日田に訪れるビジネスマン

を家族のように受け入れてきた若竹

旅館。結婚式などのイベントごとが

行われることもありました。まさし

く“人の縁をつなぐ場所”。再開発

が進む中、迷路のような面白い建物

が残っているのも奇跡的、周囲には

マンションも多く、これらの人たち

に開かれた場にしたいと考えまし

た。

ユニットメンバーの一人にボードゲ

ームが趣味な方がいました。その方

の発言では、道具をしまっておく場

所も、本気で遊べる場所もなかなか

ないと。そこで、「大人の部活」を

テーマにしたのです。2階は12もの

個室があります。そこを大人の部活

部屋にし、1階の広間を部員や地域住

民が交流するためのカフェにしよう

という考えです。

このユニットでは、ユニットメンバ

ー（民間の方４名）で代表取締役と

取締役まで決めてしまいました。会

社名は「HITALIVE」。市職員（4名）

は部室の部長としてこの事業に参画

し、そのうち１名は一部屋借りる契

約になってました。

不動産オーナーからHITALIVEが1棟丸

ごと借り入れ、部室として1部屋1か

月3万円で貸し出し、カフェの売り上

げ高を1か月75万円に設定し、月10

万円以上の利益をだす事業計画。

大人が全力で遊ぶ姿を子どもに見せ

られたら…。福岡ほど洗練されては

いないけれど、楽しい場所はここに

もあるよ、と教えてあげられること

間違いなし。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

テーマ「ななつ星in日田＋ひなた

“特別な旅とちいさなチャレンジシ

ョップ”」

日田の玄関であるJR日田駅。JRを利

用した旅人が降り立ったとき、そこ

に特別な旅があったら…。市民が

代々受け継いできた着物を頂く・借

りるなどし着物レンタル、着付とメ

イクをセットにし、日田にある歴史

的建物や技術を体験できるプチ旅行

を7人のコンシェルジュがサポートす

るといいます。スローガンは「あな

た だ け の ・ 特 別 な 旅 」 。 1 組 7 万

7,700円で宿泊できる特別なプランの

中に着付・メイクを含み、他に7つの

特典をプランニングします。もちろ

ん、その宿から「ななつ星」を見る

ことも可能。

それに先駆け、駅前広場を管理する

会社を作り、公民連携パートナーシ

ップを結び、小さなビジネスを興せ

る「巣箱（日田杉で作った箱型屋

台）」でビジネスの芽を育てようと

目論見ます。1か月3万円で巣箱をレ

ンタル、1Dayチャレンジや常設の日

田物産・ジビエ料理などを取り扱う

店舗へ貸し出します。もしも“独

立”したくなったら、市内の空き店

舗へと誘導する予定なのだそう。

プチ旅計画で想定される川床設営や

集団顔見世のときの店舗設営に関し

ては、ユニットメンバーの市役所職

員がサポート。

事業は、先ず、株式会社HINATAがJR

九州の駅２階部分を賃貸で借り上げ

ます。駅前広場は、公共空間占用料

として日田市役所へ支払います。事

業そのものは、巣箱を活用した賃貸

事業と特別な旅を商品化した宿泊事

業に分け展開しますが、初期投資に

3,000万円必要。ですが、5年で費用

回収できる事業計画としています。

私も駅から程近いところに住んでい

ますが、なかなか駅前まで足を運ぶ

ことがありません。さすがに市民の

方が宿泊することはないでしょう

が、「巣箱」で取り扱われる市内の

物産には興味があります！
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「みんなのためのものは

誰のためでもない」

株式会社まめくらし代表取締役

株式会社nest代表取締役

青木 純

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。そのおひとりは、

自身が不動産オーナーである青木純

さん。賃貸物件を貸す側の方のお話

ですので、これは興味津々です。

青木さんの物件はとても人気で、事

前にホームページからプチ・論文の

ようなものを送り、それをパスしな

ければ入居できないほど。これによ

って小さなコミュニティ作りに取り

組んでいます。

もしもこのお話を聞きたいときは、

「TED×Tokyo 2014」を見てみてく

ださい。10分ほどの動画ですが、ス

ライドを用いながらのお話ですの

で、イメージしやすくなると思いま

す。

https://www.youtube.com/

watch?v=34kEARK5yfU　

（青木純 TED×Tokyo 2014）

そのような「幸せな賃貸物件のオー

ナー」は、まちづくりをどのように

考えているのでしょうか。

「物件は、物語」

実際、賃貸物件の一室に住んでいる

筆者は、お隣の人とほとんど会話を

したことがありません。越してきて

まだ2冬目、という期間の問題もあり

ますが、子どもが同じ学校に通って

いる、ペットを飼っているなどの

“共通点”でもないかぎり、どれほ

ど長期間住んでもきっとこの状況は

変わらないでしょう。

しかしながら、青木さんの物件は違

います。お隣とデッキ伝いにゆるく

繋がれる・1階の公共スペース（庭）

で定期的にピザを焼くなど、「同じ

屋根の下」にいるもの同士が自然と

触れ合えるような仕掛けをしている

のです。

賃貸住宅とは、人と人との関係があ

ってしかるべき場所。家は買うもの

という価値観を持たず、家という資

産を手に入れない選択をした店子に

対し、大家はそれだけの価値を提供

しなければならない。

入居前に入居者が希望する壁紙を貼

ってもらうようにしている。それを

手伝いに来る既存の入居者とも仲良

くなれる。1階の庭には、入居者に草

花を植えてもらった。自身の植えた

ものは成長が気になるから庭の手入

れもしたくなる。

コンセプトは「育つ賃貸住宅」。周

囲は田んぼや畑。それらの場所とも

繋がるため、垣根は低く作った。店

子同士の繋がりを楽しんでもらうた

め、庭スペースにピザ釜を作った。

それが楽しすぎて頻度が多かった

頃、ご近所から「煙が」と苦情が出

たが、それを逆手に取り、「ピザを

焼きますからご一緒しませんか」と

ご招待すると、ご近所さんとも仲良

くなれた。コミュニティが広がった

瞬間だった。

ときにはご近所の畑のおばちゃんが

野菜を差し入れしてくれることもあ

った。そのたまねぎをアルミホイル

で包み丸焼きにするととても甘くて

おいしい。それをお返しした結果、

その人の畑の一部を入居者が借り、

野菜作りを始め、栽培法をその人か

ら教えてもらうといういい関係が築

けた。

このような雰囲気があれば、入居を

決めた人も「ああ、歓迎されている

な」と思ってくれ、緊張せず生活を

始められる。建物のみならず、その

雰囲気もまた魅力となって賃料を高

く設定しても入居希望者は絶えな

い。

庭の一箇所に、入居者であるアーテ

ィストが黒板絵を展示できるスペー

スを作った。日々、何がしかのメッ

セージを近隣の人に伝えられるよう

にしたものだったが、ある日、「今

日は母の日ですね」という文言を掲

示した。

それまで、敷地を囲う壁を低くして

いたため、ゴミの投げ込みが多数あ

ったが、この日はご近所のお母さん

方へカーネーションを贈る人が多か

った。その理由がこの黒板絵だった

ことを知った“ご近所婦人部”は、

「ゴミのポイ捨て防止」のパトロー

ルを始めてくれた。自分の貸してい

る物件のみならず、近隣の環境へも

感心を持ってくれる人が増えたこと

はうれしかった。

この賃貸物件では、公式ホームペー

ジなどを作り、「成長日記」のよう

に情報公開している。定期的にイベ

ントを行い、それに地域の人にも参

加してもらいながら、「地域・店

子」をゆるい、いいかえれば気持ち

よい距離感で結んでいく仕組みを作

っている。

―同じ“家”に住んでいる人同士だ

けでなく、ご近所との繋がりもでき

たら、そこでの子育てへの不安は減

るでしょう。もちろん、同じ物件に

住む人同士も仲がよければ、この上

ない安心感です。

もしも筆者が子育て中にこんな物件

に出会え、入居できていれば、きっ

と安心して子育てできただろう、名

前しか知らない人と生活する不安・

不便は感じなかっただろうと思いま

す。

日本の全世帯における単独世帯・夫

婦のみの世帯・夫婦と子どものみの

世帯・一人親と未婚の子の世帯（≒

核家族）の率は、平成28年時点でな

んと78.9％にも上ります。これに今

後高齢者の独り住まいが増えていく

となると…やはり、コミュニティが

出来上がっていて、そのコミュニテ

ィの質は重要と思えてきます（平成

28年国民生活基礎調査の概況・世帯

数と世帯人数の状況│厚生労働省）。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/02.pdf

“コミュニティ作り”が認められ

JR宿舎のリノベーション依頼が！

このようにして、青木さんのコミュ

ニティ作りの“実力”が広く知ら

れ、いよいよリノベーションの仕事

が舞い込みました。JRの社宅を楽し

い住まいに変えるというものです。

今この記事をパソコンないしはスマ

ートフォンなどでご覧になっている

方は、以下のURLからその公式サイト

にアクセスしてみてください。これ

が、元社宅なのか、という驚きが待

っていますよ（アールリエット高円

寺│株式会社ジェイアール東日本都

市開発）。

http://www.jrtk.jp/r-lieto/koenji/

これこそまさに、「今あるもの」

「（ちょっと）古臭いもの」を蘇ら

せた事例です。住む人だけでなく、

近隣の人もふらっと立ち寄れる店舗

が1階に入っています。

JRから、社宅のリノベーションを委

託された。近隣と隔絶するようにそ

びえていた外壁をなくし、1階部分に

店舗と広場を設けた。壁が無いので

人が集まる。イベントもできる。そ

してJR中央線を利用している人から

もその楽しさが見て取れる。「小さ

な公共」は、民間でも充分に取り組

み可能。

消滅可能性都市・

豊島区の公園が蘇る！

少し前に、「消滅可能性都市」とい

う言葉が流行しました。20歳から39

歳の女性の数が2010年から2040年

にかけて5割以下に減る自治体を示す

言葉です。もちろん、人口流出の傾

向も加味されている推定値ですの

で、無視するわけにはいきません。

さて、この日田はどうでしょう。平

成28年現在、日田市の高齢化率は33

％（全国平均26.７％）と高く、ご存

じの通り教育を受けられるのは高校

まででその後進学しようとすると市

外へと人が出て行く状態です（日田

市まち・ひと・しごと創生 人口ビジ

ョン 年齢3区分別人口）。

http://www.city.hita.oita.jp/material/

files/group/9/46406277.pdf

「地方だから」「田舎だから」―そ

んなことはないようです。なんと、

東京の豊島区も消滅可能性都市に

“ランクイン”しているのです。

東京都内でありながら、公園のメン

テナンスが8年間できなかった豊島

区。まさしくスラム化という言葉が

マッチした公園になってしまったと

の事です。

この公園をなんとかしたいと、青木

さんはプロポーザル（公共事業を行

う前の提案募集）に挙手、収益の話

も盛り込んで提案しました。

東京電力が地下変電所を作るという

話があり、それに加え東京メトロの

地下使用料で公園のメンテナンス料

金が賄えることを訴えました。

公園そばのグリーン大通りに店舗を

作り、貸し出すことで賃料も入る。

地域の商店街にもその賃料から0.5％

還元できる。地域の活性化に寄与で

きると伝えた。通りや公園を作れば

よい、ということではなく、いかに

地域にお金が落とせるか、活性化で

きるかを考え抜くかがポイント。

公園を維持する人たちを

クローズアップ

でも、作ったら終わりではないの

が、今回招かれたユニットマスター

のみなさん。青木さんはどのように

して「続けて」いったのでしょう

か。今回の公園とその周辺の取り組

みに継続して関わる、継続して何か

を発信するために、何をしたのでし

ょうか。

公園でしていることは、基本的に家

でしていることの延長。子どもが遊

ぶのもそう。リビングでくつろぐよ

うに芝の上に寝転ぶのもそう。池袋

南公園でのイベントを動画にし、

YouTubeに投稿したところ、区役所

の職員に叱られた。「勝手にしない

で、確認を取って」と。

一方、公園を自由に楽しそうに使って

いる人たちの姿を動画で見た人からも

叱られた。なぜかというと、公園は自

由に使えるどころか、芝の養生のため

に立ち入り禁止になっていたから。確

かに残念に思っただろう。

それらを支える公園指定管理者と相

談をし、芝との付き合い方に関する

フェイスブックページを作って情報

発信をした。芝の成長のためにはこ

れだけの手間がかかります、このよ

うな手入れが必要ですなど…。指定

管理者の中にこまめに情報発信をし

てくれる方がいて、丁寧に説明して

くれる。なおかつ、キャラクターも

作り芝や公園のどこかの風景と一緒

に写真に収めることで、段々認知度

があがり、むしろ公園の手入れをし

てくれている人が「ありがとう」と

声をかけられることが増えたとい

う。

これは、「顔の見える私を持ち込

む」という手法。ネットでは顔が見

えないから批判が出ることがある。

丁寧に仕事内容を説明し、顔を見せ

ることでそれらは「ありがとう」に

変わり得る。

―確かに、お世話をしてくれている

人の苦労にまでは目は行きません

ね。誰が何をしてくれているのかが

わからないというだけで簡単に苦情

だけを言ってしまうのは、もしかし

て日本人の悪いくせ？　と思ってし

まいました。ひとつのコト・モノの

影にいるたくさんの人たちのことに

思いを馳せることができないのな

ら、ネットで見せればいい…。

雑誌やWEBのライターをしている私

でさえ、時々それは忘れてしまうこ

と で し た 。 「 苦 労 し て い る ん で

す！」という発信方法だと拒否感を

示されてしまうけれど、「今日はこ

んな作業をしました」「今の季節、

芝の成長に最も適しています」「一

部のエリア、手入れのために今は使

えません」など、その時々の情報が

あれば、それだけでも「ありがた

い」と思ってしまうでしょう。

情報発信は大事、そしてその表現法

はもっと大事。勉強になります。

「日常を劇場に」

先に公園でしていることと家でして

いることは似ているといったが、時

には“華”があってもいい。そこで

結婚式をする案が挙がった。公園の

一部とはいえ、占用することが問題

視されたため、ロープなど区切りを

使わずに行った。

「これから結婚式をしますので、少

しだけスペースを空けてくださいま

せんか。そして、花嫁が通ったら拍

手をしてくれませんか」と公園利用

者に依頼。皆さん気持ちよく理解し

てくれ、その場が“祝福の輪”に包

まれた。コミュニケーションが最大

の武器、と改めて知った。

―確かに、公共の場を個人的なこと

に使うことは、一部の人にとって不

快なことかもしれません。でも、そ

れが幸せなことなら、拒否する理由

なんてどこにもありませんよね。む

しろその場にいることができてココ

ロが暖かくなるはず…。「日常を劇

場に」。ステキなコンセプトです。

クラウドファンディングで

公園を使い倒す！

「賑わいは滞在時間」

でも、そこに公園がある、というだ

けでは…。日中は子どもの遊び場、

オフィス街の人たちの昼食の場とな

るだけですよね…。いえ、それがNG

とは思いませんが、もっと積極的に

使う方法はないのでしょうか。特に

都会の公園はとても広く、何かもっ

たいない気も…。

「池袋リビングループ」というマル

シェイベントを池袋グリーン大通り

で行った。車のための道路を人のた

めのストリートにしたく、まずは池

袋署へ。しかしながら池袋署では前

例がないといわれ、警視庁に相談に

行った。何とか理解をしてもらえた

が、「みんなのイベント」にするた

め、費用の一部はクラウドファンデ

ィングで調達した。

クラウドファンディングとは、イン

ターネットを使い事業資金を募るこ

と。この方法には「お礼」をつける

ことが通常だが、寄付してくれた人

の名前を札にして公園の一部分に吊

るすことをお礼とした。しかし、中

には「こんな風に公園を使いたかっ

たんです」という理由で、無記名で

寄付してくれた人も多くいた。

このイベントがスムーズに実行でき

たのは、行政と民間（出店者）の間

に会社が入っていたから。出店した

い人を丁寧に選択し、「悪さはしま

せん」「何かあれば会社が責任を持

ちます」といえるから。クラウドフ

ァンディングと出店者の選択で、イ

ベントはつつがなく走り出せた。

マルシェは、生産者と購入者とが

“出会える”場となった。そして来

場者の滞在時間は長かった。賑わい

とは、通行量ではなく滞在時間と気

づかされた。

また、イベントのオープニングに

は、そのエリアの“偉い人”を招い

た。その賑わい創出法を見てもらう

こと、そして、そのイベントのオー

プニングに関与してもらうことで

「前例」を作ることができるから。

―確かに、公園をどう使いたいかは

民間が声を上げるべきで、それをど

う実現するかは警察や役所に手伝っ

てもらわなければならず、公園の楽

しみ方を“引き継いでいく”ために

はそのエリアの“偉い人”に見ても

らうことは自然な流れかもしれな

い。

そうだ、前例は作ればいい。そし

て、そのために役所の人の知恵を借

り、地域の“偉い人”の力を借り、

協力してくれる人を募って、必要な

ときは資金の手伝いをしてくれる人

を見つけ、「一丸」となって取り組

めばいいんだ！

もちろん、それらの準備は大変でし

ょうけれど、やりたいことがある人

は自主的に「公共空間であっても使

わせてください！」と声を上げても

いいんですね。それがみんなのため

であるのなら、きっと協力者は現れ

てくれるはず…。

日田には池袋リビングループの場所

となったグリーン大通りのような広

大な場所はありません。でも、それ

を嘆いても仕方がない…。でも、空

き店舗や公共空間（道路・歩道・河

川等）ならあります。

一時的なイベントではなく、空き

家・空き店舗、公共空間を使ったみ

んなのための常設のお店やゆったり

と集まれる場所ならもっとよし！

3日間通しで多くの人が案を「ねりね

り」したプロジェクトが、うまくス

タートしてくれますように！　

深夜まで行われたグループワークが

形になり、市民に喜ばれる場所にな

りますように！

「もてあます時代　～所有すること

が目的にならない時代～」

一級建築士

HAGI STUDIO代表取締役

宮崎晃吉

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。二人目は宮崎晃吉

さん。古い木造の賃貸アパート（ト

イレ共同・お風呂なし！）を改修し

て人の集まる場所にしたり、同じく

古いアパートに手を入れてまち全体

をホテルに見立てた宿泊施設にした

りと、「知恵の宝庫」とも言える方

です。

とはいえ、宮崎さんにはちょっとし

た“苦い思い出”もあるようで…。

等身大の起業とでもいいましょうか

…。これから「まちのために何かを

したい！」「空き家・空き店舗を使

っ て 何 か 楽 し め る 場 所 を 作 り た

い！」という方に多くのアイディア

をくださいました。

「いきなり大きなことは

できません！」

宮崎さんは、大学時代に既に起業さ

れていました。築50年の空き家だっ

たアパートを1棟丸ごと一時的に借り

受け、壁を取り払い6畳一間だった部

屋を12畳にリノベーション、住みや

すい場所にしたことで住人の知人が

寄り集まり、「知らない人が毎夜飲

み会をしている場所」になったのだ

とか。まさしく「賑わい」ですね。

そのアパートは大学まで徒歩15分、

近隣は木造の古い建物が多く「日本

の風情」を残したエリアでした。若

い学生達なら敬遠しそうなところで

すが、むしろ集まりやすい場所にし

てしまったとは、何とすごい…。

そのアパートは、東京都台東区谷中

にあった。戦災を逃れたため近所は

古い木造の建物が多くまさしく下町

というイメージ。実際オーナーさん

にとって借り受けたアパートは「ゴ

ミ」という印象だったようだ。

地の利はいい。大学まで徒歩15分。

全く借り手のなかったアパートに手

を入れて1室あたり12畳にすること

で価値を生み出そう、自分たちで修

繕するからその分賃料を3万円にして

くれとオーナーに掛け合った。それ

が実現した頃には、夜な夜な誰かが

遊びに来る楽しい場所となってくれ

た。

ここで気づいたのは、「いきなり大

きなことはできない」ということ。

いくら1棟丸ごと託してもらえたとは

いえ、自分たちでやらなくてはなら

ないことも多く、小さなことを少し

ずつやった、といえる。

「人のお金で好きなものを

作れていいですね」

大学卒業後、宮崎さんは大分県出身

の建築家、磯崎新氏の事務所に就

職。何だかすごいです。宮崎さん、

「近代的な建物を次々と生み出す人

になるのでしょうか…。」今回のひ

たReデザインプログラムのお題にそ

ぐわないような…。いえいえ、そん

なことはありません。この就職で仕

事をしていくうちに、「建築の未

来」が見えたのだそう。

磯崎新事務所に就職して、上海に1年

駐在した。先輩はタワーマンション

が、自分には木造の賃貸アパートが

あてがわれた。確かにタワーマンシ

ョンは清潔感があっただろうが、自

分自身在学中は木造賃貸に住んでい

たので別段抵抗感はなかった。むし

ろ近所のまちの風情や、人付き合い

は個人的には楽しかった。

上海はいい意味で古いものを大切に

している。防空壕をダンスクラブ

に、ドイツ人技師が作った屠殺場が

焼肉店になっていたり…壊さない、

つまり、歴史をそのまま受け入れて

いることが自分にとっては好ましく

感じられた。

ちょうどその頃、クライアントから

放たれた一言が胸に刺さった。「建

築家の先生はいいいですね、人のお

金を使って好きなものを作れるんで

すから」。また同時期に「3.11東日

本大震災」が起こった。建築に携わ

る者としてボランティアに赴いた

が、何もできなかったことに無力感

を覚えてしまった。

そのとき、手を入れたアパートのオ

ーナーから連絡が。震災により多く

の建物が壊れてしまったことを目の

当たりにし、自身所有のアパートの

強度に不安を感じたようで「駐車場

にする」と聞かされた。「それなら

ば、建物のお葬式をさせてくださ

い」と申し出た。

萩荘という名のアパートだったの

で、「ハギエンナーレ」と題したア

ートイベントを企画。アーティスト

の力を借りて展示をしたり、家に落

ちている釘を壁一面に打ちつけた

り、吹き抜けを作ってベッドに鳩を

“宿泊”させたり…。

その小さなイベントの賑わいを見

て、オーナーも「もったいない」と

感じたようだった。このとき、自分

自身も「建築とお金」「未来と生み

出せるお金」について考え始めた。

―確かに、古いからという理由で何

でも壊してしまうのは、エコロジー

が叫ばれている今、時代に逆らって

いる気がします…。使えるものは使

う、手を入れてよみがえるものがあ

れば手を入れる、それがある意味

「正当」といえる現代、宮崎さんの

考え方が変化したのは充分に理解が

できます。

お金の試算で「未来を見せる」

その後、この荻荘はどうなったので

しょうか。宮崎さんは、「更地にし

て新築物件を建てた場合」「更地に

して駐車場にした場合」「リノベー

ションした場合」の3通りでオーナー

の収益を試算してみました。結果、

オーナーは「リノベーション」を選

択。宮崎さんは事業者としてリノベ

ーションとテナント募集を請け負う

ことになりました。

コンセプトは「最小の文化複合施

設」。1階はアートギャラリーとカフ

ェ、2階は美容室などのテナント。も

ちろん資金調達もしなければなりま

せんが、親戚や日本政策金融公庫か

らの借入で賄いました。それでも不

足した分はクラウドファンディング

で調達したそうです。

先にも言ったとおり、いきなり大き

なことはできない。一番最初のオー

プニングパーティーには200人が来

場し、あまりの賑わいに救急車や消

防車、パトカーが出動することにな

り、近隣からは苦情の電話が入った

が、これがご近所づきあいの始まり

となった。

その後半年、資金は底を尽きかけ低

迷。カフェのメニューを変えるな

ど、微調整を繰り返しながら何とか

持ち直せた。始めてみて気づくこと

も多くある。その点は皆さんにも知

っておいて欲しい。

努力の甲斐があり認知度が上がるに

つれ、そのうち「結婚式をしたい」

という人が現れた。とはいえ、荻荘

は狭い。結婚式の全てを賄うことは

できない。それまでカフェで1回3分

程度のパフォーマンス300円という

“パフォーマンスカフェ”というイ

ベントをしていた縁でつながった地

域の商店と連携した。新郎新婦と共

にお祝いに駆けつけた人たちがまち

めぐりをし、花や風船をもらいなが

ら荻荘へ、お祝いの食事を荻荘で行

うプランで実行した。

―確かに、最初から思ったとおりの

結果は出せませんよね…。起業した

人が「辛い」と思うことはあり得る

ことです。しかしながら、大きな会

社に勤めている人が辛くない訳でも

ありません。よくよく考えると、辛

いポイントが違うだけ。資金と人間

関係なのか、歯車として働かされる

ことの面白くなさなのか…。それだ

ったら、楽しいことのほうを選ぶの

も悪くなさそう…。

まち全体を宿泊施設にみたてる

「HANARE」

―まちを楽しむ仕掛け

宮崎さんは、ここで足を止めたりは

しませんでした。荻荘に近いところ

に「第二丸越荘」という魅力的な物

件を見つけたのです。物件は古くと

もオーナーは若い方。おばあちゃん

から相続したものをそう易々と手放

すことに抵抗感を覚えているのだ、

と語ったそうです。手放せない、で

も毎年の固定資産税は生じる…。

宮崎さんは、「10年定期借家しま

す、賃料は先払いします」と伝えた

のだそう。それで何が起こったので

しょうか。

谷中は東京でも珍しく、銭湯が比較

的多く残っている場所。そして、お

酒を飲める飲食店もあり、夕暮れ時

は「日本」を感じられる風情があ

る。これを活かさない手はないと考

え、宿泊施設「HANARE」にするこ

とにした。

建物は、建築基準法・旅館業法・消

防法をクリアしなければならなかっ

た。後は朝食の提供場所、チェック

インのためのカウンターの確保。荻

荘の1階のカフェを朝食のための場

に、同じく荻荘の2階のテナントスペ

ースをチェックインのための場所に

した。HANAREからは少し歩いても

らうことになるが、まちを楽しむ移

動、つまり散歩・まち歩きとして捉

えてもらえればと思った。

決して新しい建物ではないHANARE

の部屋だから、アメニティで「おも

てなし」を表現しなければならな

い。石鹸や歯ブラシなどがきっちり

と収まるへこみを設けた真四角の箱

を作ってもらい、そこにアメニティ

グッズを丁寧に納める。「HANARE」

ロゴ入りお風呂バッグも入れてお

く。それらアメニティグッズをお風

呂バッグに入れ、銭湯を楽しんでも

らうようにした。

事前に5軒の銭湯と話をつけ、「銭湯

券」も渡すようにしているので、宿

泊客はその5軒の銭湯のうち好きなと

ころへと向かう。銭湯の人もそれを

知っているので、HANAREのバッグ

を持っている人には親切にしてくれ

る。まちとHANAREがWin-Winとな

る。

これで何が起こったか。オーナーは

10年先払いされたお金でリノベーシ

ョンの資金をほとんど賄え、思い入

れの深い建物を手放さずに済んだ。

我々HANAREは法で認められるうち

最大限、好きなようにリノベーショ

ンできた。そして、1泊朝食付き1人

1万円のプランが出来上がった。

―前回のレポートでもご紹介したと

おり、20代を中心とした若い人がお

金を出したくなるものは、「体験」

でした。これを文字通り実現したの

がHANAREのように感じられます。

宿に泊まる・まちを歩きその雰囲気

を楽しむ・その土地ならではのもの

を食べる…まさしくHANAREではそ

んな体験ができそうです。

旅行に出かけるとき、「どこに行こ

う」「何を食べよう」「ガイドブッ

ク通りでない何かを探したい」…実

は出かけるまでが楽しかったりしま

すよね。パッケージツアーや、館内

で食事・温泉・お土産購入まで済ん

でしまういわゆる「囲い込み宿」は

便利だけど、何か物足りない。そん

な人向けの宿、すごく楽しそうで

す。

ヨーロッパでは、「アルベルゴ・デ

ィフーゾ」といって、観光客が選び

づらい小規模な村を活気付けるた

め、歴史ある建物をゲストルームと

して活用するムーブメントが起きて

いるそう。泊まるというより、「暮

らす」に近い体験ができるので、数

日休みが取れそうなときに選んでみ

たい“宿泊方法”です。

このHANARE、なんと、エールフラ

ンスの機内誌に掲載されたそうで

す。HANAREの部屋数は5つ。びっく

りです。

「都市をハックせよ！」

―今あるものを活かすために

HANAREがあることで、周囲の銭湯

も飲食店も、これまでどおりに営業

ができる。まさしく、民間が営業す

る「公的な何か」のようです。しか

も、それぞれが1箇所に集まらなくて

もいい。ちょっとまちを歩いてもら

うだけで用は足りる、という訳で

す。

さて、宮崎さんがいま経営している

施設はもうひとつあります。それ

は、イートインスペースのあるお惣

菜 屋 さ ん 「 T A Y O R I 」 。 荻 荘 、

HANAREに程近い場所にあるビルの2

階です。この場所に関しては、宮崎

さんからの働きかけではなく、その

オーナーから「うちでも何かできな

いか」と声をかけられたのだそう。

既に荻荘のカフェで知り合いになっ

ていた生産者さんから送られてくる

食材で、健康的なお惣菜を販売して

いる。そこで地域の人たちを結び付

けられるよう、子連れでもOKの座敷

も作った。

古い郵便局のカウンター風のコーナ

ーを作り、そこで生産者の紹介をし

ている。そして、そのカウンターに

置いてある筆記用具などで生産者に

手紙を書けるようにした。いわゆる

「顔の見える農業」が実現するだけ

でなく、それを口にした消費者から

の生の声を聞くことで生産者のモチ

ベーションもあがる。

必要な考え方は「既存のものをどう

活かすか」。都市をハックしてやろ

う、というもの。偶然は積み重なる

と必然（ミラクル）になる。これを

私は体験してきた。ミラクルとは、

共感してくれる人が増える、仲間が

増えること。

―都会でも、「顔の見える農業」が

できるんですね。私たちのように地

方に住んでいると、知り合いからの

おすそ分けを頂くこともあります。

または道の駅で生産者さんのプロフ

ィールを目にしたり、案外“近い

人”のことを知る訳ですが、確かに

都会だと誰が作った農産物かわから

ないものが多いでしょう…。

特に子育て中の若いお父さん・お母

さんたちにとって、子どもの体が出

来上がるまでの間、良いものを食べ

させたいと願うのは自然なこと。こ

れらのひとたちを座敷で自然に繋

ぎ、さらには生産者さんとも繋いで

しまうとは。口にするものは信頼で

きる人から買いたい。よいものを作

ってくれる人を応援したい。まさし

く共感、まさしくミラクル。

「ローカルであることが

グローバルである」

今、このレポートを読んでくださっ

ている方はご存じのはずです。現在

流行している言葉の中に「リノベー

ション」があるということ。これを

宮崎さんが解釈すると、

・今あるものを、別の見方で新たな

ものに変換させる

ということなんだそうです。建物を

リノベーションしたからといって、

それだけで商売繁盛することはない

でしょう。だって、それは単に「入

れ物をきれいにしただけ」ですか

ら。

宮崎さんの考え方なら、すんなり理

解できます。HANAREの例なら、

・古いアパート（宿泊施設）

・5つの銭湯（HANAREにはない入浴

施設を肩代わり）

・近所の飲食店（ホテルでいうとこ

ろのレストランやバーとしての役

割）

確かにこれらを点と考えれば、それ

ぞれは「ローカル」です。しかしな

がら、上のように有機的に繋ぐこと

で「小さなグローバル」ができあが

ります。

今は、モノを持て余す時代。右肩上

がりの頃はいいものを手に入れた

い・所有したいということが目的だ

ったが、その頃手に入れたモノが今

やお荷物になっているケースすらあ

る。それを活用しなくてどうする。

建築の仕事をしている多くの人たち

は「新しいものが建てられない」と

悲観しているが、私を含め一部の人

間はワクワクしている。今あるも

の、エリアの歴史、これらをどう使

うのかを問われている。

ここで話を聞いている人の中には、

谷中だからできるんでしょ、芸大そ

ばだからできるんでしょ、とおっし

ゃるかもしれない。それは当然。谷

中だから、芸大そばだから、ではな

く、自分にできること・ここででき

ることを突き詰めているから。

やらない理由を考えているうちにチ

ャンスは逃げる。そんな時間がある

なら、やってしまえばいい。多少借

金しても死ぬわけではなし。やって

やろう！と思って欲しい。

―確かに…。一昔前とは違い、日本

でも、事業における多少の失敗は

「チャレンジした証」として捉えら

れる空気が醸成されはじめていま

す。もしも、ですよ…「みんなのた

めにもなるから」とある事業を興し

たとします。そして、それが仮に失

敗したとしても、笑う人には笑わせ

ておけ、です。その代わり、本当に

真剣にその事業と向き合ったのな

ら、それに共感してくれた人たちと

いう何物にも代えがたい財産が残り

ます。

さぁ、やってやりましょうよ！

ユニットワークと

最終プレゼンテーション

ユニットワークとは？

最終的に何を作り出すのか？

今回、「建物の役割・意味（コンテ

ンツ）」を考える対象となったの

は、日田駅周辺にある遊休不動産と

公共空間

◆市道駅前通りにある酒屋跡　

　ユニットマスター　桑原宏治

◆旧若竹旅館

　ユニットマスター　宮崎晃吉

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　ユニットマスター　青木純

です。

まさしく駅前周辺にどう賑わいを作

るのか、という“お題”にふさわし

い物件ばかり。

これら３ユニットは、折々に組み込

まれたレクチャーの時間以外、ほと

んどユニットワーク（議論）をして

いました。まちあるきで物件やその

周辺にある店舗を確認したり、オー

ナーに会って思いを聞き出したり、

朝・昼・晩と物件周辺にどれくらい

の人が歩いているのかを観察したり

…。

その上で、まちの人や観光客が喜ん

でくれそうな物件の使い方と、それ

を実現するために何が必要か、いく

ら位のランニングコストが必要かを

試算したり、その事業を実現する人

を探したりと、最終日に行われるプ

レゼンテーションに向けて取り組み

ました。

3日間のうち、数回、ユニットマスタ

ーへのショートプレゼンが行われま

したが、とても手厳しいコメントば

かり。「いくつかのコンテンツを組

み合わせるというが、その関係性が

明確でない」「それで人件費は稼げ

るの？」「せっかく尖ったコンテン

ツだと思っているのなら、デフレ志

向で低価格の競争をしてはだめ」…

それでもユニットのメンバーはめげ

ません。

ユニットワークは連日深夜まで及

び、夜中に大きく方向転換したユニ

ットも。最終日には概ねの事業計画

まで作成します。

ユニットワークは

こうして行われた！

まず行われたことは、各ユニット内

のメンバーそれぞれの自己紹介。さ

すがにここでは皆さん固い！　そし

て、少しの雑談の後、物件の下見に

出かけました。そして戻ってきてか

ら得た情報をホワイトボードに書き

出します。

・築何年/何階建て/何室あるか

・周囲にはどのようなお店や施設が

あるか

・これまでどのように使われてきた

のか

・オーナーさんの思い

・その物件のそばに何が不足してい

ると思うか

これらの情報を元に、「何にすれば

人が集まるか/市民が喜ぶものを作れ

るかなど」を各自思い思いに伝え合

います。どのユニットにおいても初

回聞かれたのは

・駅前通り近辺は、豆田町と隈町を

つなぐ「通り」

・サンリブ撤退後、ドラックストア

が来ることでどのような変化が起

こるかわかりづらい

などです。確かにドラックストアが

できるという不確定要素はあるもの

の、市民が欲しいものは市民が“発

掘する”ことが重要。ユニットマス

ターのアドバイスを得ながら、各ユ

ニットとも、その物件への理解を深

め続けます。

当初の各ユニットの抱いたイメージ

は、次の通りです。

◆市道駅前通りの酒屋跡

　駅前なのに広い歩道がある。待ち

合わせやちょっと呑み、ないしは

締めに利用できる飲食店にできな

いか。

◆旧若竹旅館

　もともと旅館だけに部屋数の多い

物件。周囲の小売店と連携して飲

食物などの提供をしながら、近所

の若い世代や子育て世代が気軽に

歓談に立ち寄れる場所にできない

か。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　小京都日田にふさわしい玄関口に

するため、着物の着付けやメイク

ができる施設にできないか。着物

を着た人がまちに増えれば、SNSな

どで情報発信してもらえるかも。

一晩で「目指すもの」が変わった

ユニットも！

先にも触れたとおり、ユニットワー

クとレクチャーが交互に行われまし

た。そして夜は懇親会やユニットで

の二次会も行われました。そこで打

ち解け、ユニットマスターからもさ

らに深い話をきいたメンバーの中

で、それぞれ思いの変化が起きたよ

うです。

中には、一晩で目指すものが一気に

変わってしまったユニットも現れま

した。

改めてまちの成り立ちやその物件の

“生い立ち”、その近辺にどのよう

な人たちが住んでいるのか、昼と夜

の変化など、今まで目にはしていて

も意識しなかったことを再認識し驚

いているメンバーも少なくありませ

んでした。

ユニットワークの光景を見ていて気

づいたのは、「市民と市役所職員が

フラットに語り合えるのだ」という

事実。時に“敵対関係”ともなり得

ることもあるこの官と民とが、これ

からのまちについて同じ机を囲んで

意見を出し合う。障壁となり得る行

政手続きの問題については官側から

説明をしてもらえる。このような関

係が今後も市民の目に付く場所で続

くように祈るばかりです。

では、いよいよ不動産オーナーと会

場に集まった方々に向けて最終プレ

ゼンテーションです！　駅周辺の3つ

の場所がどのように事業化されるの

か…。実施はまだ先でも、今から楽

しみでなりません。

3つのユニットからの

事業提案プレゼンテーション

◆市道駅前通りの酒屋跡

テーマ「0次会で気軽に立ち寄り、2

番人気のメニューを屋台で食べて、1

番人気のメニューを食べに店に行く

“HITA FOOD ENTRANCE021”」

歩道に屋台20基、座席数は60～80

席、営業時間は16時～19時。

屋台で「2番人気のメニューを出して

くれるお店」を募ることで、出店者

にはお客さんの獲得を、来店者には

新しいお店の発見を促します。しか

しながら、物件そのものはオフィス

に。お店の確保や行政・地元自治

会・商店街との調整を担い、備品リ

ースや屋台の倉庫としても使用。

ユニットメンバーの市職員が、道路

占用や消防など法に関することへの

対応を行います。民間側から「やり

ます！」と即答してくれたのは、市

内でカフェを経営するオーナーで

す。実はユニットメンバー内で自ら

事業を興す「プレイヤー」を発掘で

きなかったものの、最終プレゼンテ

ーション前夜、ユニットメンバーの

ひとりからの声かけで見つかった方

です。

屋台の月額賃料は、ガスなどのラン

ニングコストを除き1か月3万円。準

備にかかるイニシャルコストは547

万円（屋台・発電機・チラシ・鉄板

など）。これらを36か月で回収する

となると、屋台20台×8,000円は必

要と計算しました。もちろん事務所

を運営する費用も必要です。これら

を屋台への出店者にも負担してもら

うと、3万円となります。当初は事業

に必要な区画数を設け、その後増や

して行きたいという目論見です。

駅前に小さな屋台村ができると楽し

いだろうなぁ…。

◆旧若竹旅館

テーマ「日田の部室 WAKATAKE 

“部室で行われる活動は、趣味以

上・仕事未満“」

かつて、日田に訪れるビジネスマン

を家族のように受け入れてきた若竹

旅館。結婚式などのイベントごとが

行われることもありました。まさし

く“人の縁をつなぐ場所”。再開発

が進む中、迷路のような面白い建物

が残っているのも奇跡的、周囲には

マンションも多く、これらの人たち

に開かれた場にしたいと考えまし

た。

ユニットメンバーの一人にボードゲ

ームが趣味な方がいました。その方

の発言では、道具をしまっておく場

所も、本気で遊べる場所もなかなか

ないと。そこで、「大人の部活」を

テーマにしたのです。2階は12もの

個室があります。そこを大人の部活

部屋にし、1階の広間を部員や地域住

民が交流するためのカフェにしよう

という考えです。

このユニットでは、ユニットメンバ

ー（民間の方４名）で代表取締役と

取締役まで決めてしまいました。会

社名は「HITALIVE」。市職員（4名）

は部室の部長としてこの事業に参画

し、そのうち１名は一部屋借りる契

約になってました。

不動産オーナーからHITALIVEが1棟丸

ごと借り入れ、部室として1部屋1か

月3万円で貸し出し、カフェの売り上

げ高を1か月75万円に設定し、月10

万円以上の利益をだす事業計画。

大人が全力で遊ぶ姿を子どもに見せ

られたら…。福岡ほど洗練されては

いないけれど、楽しい場所はここに

もあるよ、と教えてあげられること

間違いなし。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

テーマ「ななつ星in日田＋ひなた

“特別な旅とちいさなチャレンジシ

ョップ”」

日田の玄関であるJR日田駅。JRを利

用した旅人が降り立ったとき、そこ

に特別な旅があったら…。市民が

代々受け継いできた着物を頂く・借

りるなどし着物レンタル、着付とメ

イクをセットにし、日田にある歴史

的建物や技術を体験できるプチ旅行

を7人のコンシェルジュがサポートす

るといいます。スローガンは「あな

た だ け の ・ 特 別 な 旅 」 。 1 組 7 万

7,700円で宿泊できる特別なプランの

中に着付・メイクを含み、他に7つの

特典をプランニングします。もちろ

ん、その宿から「ななつ星」を見る

ことも可能。

それに先駆け、駅前広場を管理する

会社を作り、公民連携パートナーシ

ップを結び、小さなビジネスを興せ

る「巣箱（日田杉で作った箱型屋

台）」でビジネスの芽を育てようと

目論見ます。1か月3万円で巣箱をレ

ンタル、1Dayチャレンジや常設の日

田物産・ジビエ料理などを取り扱う

店舗へ貸し出します。もしも“独

立”したくなったら、市内の空き店

舗へと誘導する予定なのだそう。

プチ旅計画で想定される川床設営や

集団顔見世のときの店舗設営に関し

ては、ユニットメンバーの市役所職

員がサポート。

事業は、先ず、株式会社HINATAがJR

九州の駅２階部分を賃貸で借り上げ

ます。駅前広場は、公共空間占用料

として日田市役所へ支払います。事

業そのものは、巣箱を活用した賃貸

事業と特別な旅を商品化した宿泊事

業に分け展開しますが、初期投資に

3,000万円必要。ですが、5年で費用

回収できる事業計画としています。

私も駅から程近いところに住んでい

ますが、なかなか駅前まで足を運ぶ

ことがありません。さすがに市民の

方が宿泊することはないでしょう

が、「巣箱」で取り扱われる市内の

物産には興味があります！
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「みんなのためのものは

誰のためでもない」

株式会社まめくらし代表取締役

株式会社nest代表取締役

青木 純

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。そのおひとりは、

自身が不動産オーナーである青木純

さん。賃貸物件を貸す側の方のお話

ですので、これは興味津々です。

青木さんの物件はとても人気で、事

前にホームページからプチ・論文の

ようなものを送り、それをパスしな

ければ入居できないほど。これによ

って小さなコミュニティ作りに取り

組んでいます。

もしもこのお話を聞きたいときは、

「TED×Tokyo 2014」を見てみてく

ださい。10分ほどの動画ですが、ス

ライドを用いながらのお話ですの

で、イメージしやすくなると思いま

す。

https://www.youtube.com/

watch?v=34kEARK5yfU　

（青木純 TED×Tokyo 2014）

そのような「幸せな賃貸物件のオー

ナー」は、まちづくりをどのように

考えているのでしょうか。

「物件は、物語」

実際、賃貸物件の一室に住んでいる

筆者は、お隣の人とほとんど会話を

したことがありません。越してきて

まだ2冬目、という期間の問題もあり

ますが、子どもが同じ学校に通って

いる、ペットを飼っているなどの

“共通点”でもないかぎり、どれほ

ど長期間住んでもきっとこの状況は

変わらないでしょう。

しかしながら、青木さんの物件は違

います。お隣とデッキ伝いにゆるく

繋がれる・1階の公共スペース（庭）

で定期的にピザを焼くなど、「同じ

屋根の下」にいるもの同士が自然と

触れ合えるような仕掛けをしている

のです。

賃貸住宅とは、人と人との関係があ

ってしかるべき場所。家は買うもの

という価値観を持たず、家という資

産を手に入れない選択をした店子に

対し、大家はそれだけの価値を提供

しなければならない。

入居前に入居者が希望する壁紙を貼

ってもらうようにしている。それを

手伝いに来る既存の入居者とも仲良

くなれる。1階の庭には、入居者に草

花を植えてもらった。自身の植えた

ものは成長が気になるから庭の手入

れもしたくなる。

コンセプトは「育つ賃貸住宅」。周

囲は田んぼや畑。それらの場所とも

繋がるため、垣根は低く作った。店

子同士の繋がりを楽しんでもらうた

め、庭スペースにピザ釜を作った。

それが楽しすぎて頻度が多かった

頃、ご近所から「煙が」と苦情が出

たが、それを逆手に取り、「ピザを

焼きますからご一緒しませんか」と

ご招待すると、ご近所さんとも仲良

くなれた。コミュニティが広がった

瞬間だった。

ときにはご近所の畑のおばちゃんが

野菜を差し入れしてくれることもあ

った。そのたまねぎをアルミホイル

で包み丸焼きにするととても甘くて

おいしい。それをお返しした結果、

その人の畑の一部を入居者が借り、

野菜作りを始め、栽培法をその人か

ら教えてもらうといういい関係が築

けた。

このような雰囲気があれば、入居を

決めた人も「ああ、歓迎されている

な」と思ってくれ、緊張せず生活を

始められる。建物のみならず、その

雰囲気もまた魅力となって賃料を高

く設定しても入居希望者は絶えな

い。

庭の一箇所に、入居者であるアーテ

ィストが黒板絵を展示できるスペー

スを作った。日々、何がしかのメッ

セージを近隣の人に伝えられるよう

にしたものだったが、ある日、「今

日は母の日ですね」という文言を掲

示した。

それまで、敷地を囲う壁を低くして

いたため、ゴミの投げ込みが多数あ

ったが、この日はご近所のお母さん

方へカーネーションを贈る人が多か

った。その理由がこの黒板絵だった

ことを知った“ご近所婦人部”は、

「ゴミのポイ捨て防止」のパトロー

ルを始めてくれた。自分の貸してい

る物件のみならず、近隣の環境へも

感心を持ってくれる人が増えたこと

はうれしかった。

この賃貸物件では、公式ホームペー

ジなどを作り、「成長日記」のよう

に情報公開している。定期的にイベ

ントを行い、それに地域の人にも参

加してもらいながら、「地域・店

子」をゆるい、いいかえれば気持ち

よい距離感で結んでいく仕組みを作

っている。

―同じ“家”に住んでいる人同士だ

けでなく、ご近所との繋がりもでき

たら、そこでの子育てへの不安は減

るでしょう。もちろん、同じ物件に

住む人同士も仲がよければ、この上

ない安心感です。

もしも筆者が子育て中にこんな物件

に出会え、入居できていれば、きっ

と安心して子育てできただろう、名

前しか知らない人と生活する不安・

不便は感じなかっただろうと思いま

す。

日本の全世帯における単独世帯・夫

婦のみの世帯・夫婦と子どものみの

世帯・一人親と未婚の子の世帯（≒

核家族）の率は、平成28年時点でな

んと78.9％にも上ります。これに今

後高齢者の独り住まいが増えていく

となると…やはり、コミュニティが

出来上がっていて、そのコミュニテ

ィの質は重要と思えてきます（平成

28年国民生活基礎調査の概況・世帯

数と世帯人数の状況│厚生労働省）。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin

/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/02.pdf

“コミュニティ作り”が認められ

JR宿舎のリノベーション依頼が！

このようにして、青木さんのコミュ

ニティ作りの“実力”が広く知ら

れ、いよいよリノベーションの仕事

が舞い込みました。JRの社宅を楽し

い住まいに変えるというものです。

今この記事をパソコンないしはスマ

ートフォンなどでご覧になっている

方は、以下のURLからその公式サイト

にアクセスしてみてください。これ

が、元社宅なのか、という驚きが待

っていますよ（アールリエット高円

寺│株式会社ジェイアール東日本都

市開発）。

http://www.jrtk.jp/r-lieto/koenji/

これこそまさに、「今あるもの」

「（ちょっと）古臭いもの」を蘇ら

せた事例です。住む人だけでなく、

近隣の人もふらっと立ち寄れる店舗

が1階に入っています。

JRから、社宅のリノベーションを委

託された。近隣と隔絶するようにそ

びえていた外壁をなくし、1階部分に

店舗と広場を設けた。壁が無いので

人が集まる。イベントもできる。そ

してJR中央線を利用している人から

もその楽しさが見て取れる。「小さ

な公共」は、民間でも充分に取り組

み可能。

消滅可能性都市・

豊島区の公園が蘇る！

少し前に、「消滅可能性都市」とい

う言葉が流行しました。20歳から39

歳の女性の数が2010年から2040年

にかけて5割以下に減る自治体を示す

言葉です。もちろん、人口流出の傾

向も加味されている推定値ですの

で、無視するわけにはいきません。

さて、この日田はどうでしょう。平

成28年現在、日田市の高齢化率は33

％（全国平均26.７％）と高く、ご存

じの通り教育を受けられるのは高校

まででその後進学しようとすると市

外へと人が出て行く状態です（日田

市まち・ひと・しごと創生 人口ビジ

ョン 年齢3区分別人口）。

http://www.city.hita.oita.jp/material/

files/group/9/46406277.pdf

「地方だから」「田舎だから」―そ

んなことはないようです。なんと、

東京の豊島区も消滅可能性都市に

“ランクイン”しているのです。

東京都内でありながら、公園のメン

テナンスが8年間できなかった豊島

区。まさしくスラム化という言葉が

マッチした公園になってしまったと

の事です。

この公園をなんとかしたいと、青木

さんはプロポーザル（公共事業を行

う前の提案募集）に挙手、収益の話

も盛り込んで提案しました。

東京電力が地下変電所を作るという

話があり、それに加え東京メトロの

地下使用料で公園のメンテナンス料

金が賄えることを訴えました。

公園そばのグリーン大通りに店舗を

作り、貸し出すことで賃料も入る。

地域の商店街にもその賃料から0.5％

還元できる。地域の活性化に寄与で

きると伝えた。通りや公園を作れば

よい、ということではなく、いかに

地域にお金が落とせるか、活性化で

きるかを考え抜くかがポイント。

公園を維持する人たちを

クローズアップ

でも、作ったら終わりではないの

が、今回招かれたユニットマスター

のみなさん。青木さんはどのように

して「続けて」いったのでしょう

か。今回の公園とその周辺の取り組

みに継続して関わる、継続して何か

を発信するために、何をしたのでし

ょうか。

公園でしていることは、基本的に家

でしていることの延長。子どもが遊

ぶのもそう。リビングでくつろぐよ

うに芝の上に寝転ぶのもそう。池袋

南公園でのイベントを動画にし、

YouTubeに投稿したところ、区役所

の職員に叱られた。「勝手にしない

で、確認を取って」と。

一方、公園を自由に楽しそうに使って

いる人たちの姿を動画で見た人からも

叱られた。なぜかというと、公園は自

由に使えるどころか、芝の養生のため

に立ち入り禁止になっていたから。確

かに残念に思っただろう。

それらを支える公園指定管理者と相

談をし、芝との付き合い方に関する

フェイスブックページを作って情報

発信をした。芝の成長のためにはこ

れだけの手間がかかります、このよ

うな手入れが必要ですなど…。指定

管理者の中にこまめに情報発信をし

てくれる方がいて、丁寧に説明して

くれる。なおかつ、キャラクターも

作り芝や公園のどこかの風景と一緒

に写真に収めることで、段々認知度

があがり、むしろ公園の手入れをし

てくれている人が「ありがとう」と

声をかけられることが増えたとい

う。

これは、「顔の見える私を持ち込

む」という手法。ネットでは顔が見

えないから批判が出ることがある。

丁寧に仕事内容を説明し、顔を見せ

ることでそれらは「ありがとう」に

変わり得る。

―確かに、お世話をしてくれている

人の苦労にまでは目は行きません

ね。誰が何をしてくれているのかが

わからないというだけで簡単に苦情

だけを言ってしまうのは、もしかし

て日本人の悪いくせ？　と思ってし

まいました。ひとつのコト・モノの

影にいるたくさんの人たちのことに

思いを馳せることができないのな

ら、ネットで見せればいい…。

雑誌やWEBのライターをしている私

でさえ、時々それは忘れてしまうこ

と で し た 。 「 苦 労 し て い る ん で

す！」という発信方法だと拒否感を

示されてしまうけれど、「今日はこ

んな作業をしました」「今の季節、

芝の成長に最も適しています」「一

部のエリア、手入れのために今は使

えません」など、その時々の情報が

あれば、それだけでも「ありがた

い」と思ってしまうでしょう。

情報発信は大事、そしてその表現法

はもっと大事。勉強になります。

「日常を劇場に」

先に公園でしていることと家でして

いることは似ているといったが、時

には“華”があってもいい。そこで

結婚式をする案が挙がった。公園の

一部とはいえ、占用することが問題

視されたため、ロープなど区切りを

使わずに行った。

「これから結婚式をしますので、少

しだけスペースを空けてくださいま

せんか。そして、花嫁が通ったら拍

手をしてくれませんか」と公園利用

者に依頼。皆さん気持ちよく理解し

てくれ、その場が“祝福の輪”に包

まれた。コミュニケーションが最大

の武器、と改めて知った。

―確かに、公共の場を個人的なこと

に使うことは、一部の人にとって不

快なことかもしれません。でも、そ

れが幸せなことなら、拒否する理由

なんてどこにもありませんよね。む

しろその場にいることができてココ

ロが暖かくなるはず…。「日常を劇

場に」。ステキなコンセプトです。

クラウドファンディングで

公園を使い倒す！

「賑わいは滞在時間」

でも、そこに公園がある、というだ

けでは…。日中は子どもの遊び場、

オフィス街の人たちの昼食の場とな

るだけですよね…。いえ、それがNG

とは思いませんが、もっと積極的に

使う方法はないのでしょうか。特に

都会の公園はとても広く、何かもっ

たいない気も…。

「池袋リビングループ」というマル

シェイベントを池袋グリーン大通り

で行った。車のための道路を人のた

めのストリートにしたく、まずは池

袋署へ。しかしながら池袋署では前

例がないといわれ、警視庁に相談に

行った。何とか理解をしてもらえた

が、「みんなのイベント」にするた

め、費用の一部はクラウドファンデ

ィングで調達した。

クラウドファンディングとは、イン

ターネットを使い事業資金を募るこ

と。この方法には「お礼」をつける

ことが通常だが、寄付してくれた人

の名前を札にして公園の一部分に吊

るすことをお礼とした。しかし、中

には「こんな風に公園を使いたかっ

たんです」という理由で、無記名で

寄付してくれた人も多くいた。

このイベントがスムーズに実行でき

たのは、行政と民間（出店者）の間

に会社が入っていたから。出店した

い人を丁寧に選択し、「悪さはしま

せん」「何かあれば会社が責任を持

ちます」といえるから。クラウドフ

ァンディングと出店者の選択で、イ

ベントはつつがなく走り出せた。

マルシェは、生産者と購入者とが

“出会える”場となった。そして来

場者の滞在時間は長かった。賑わい

とは、通行量ではなく滞在時間と気

づかされた。

また、イベントのオープニングに

は、そのエリアの“偉い人”を招い

た。その賑わい創出法を見てもらう

こと、そして、そのイベントのオー

プニングに関与してもらうことで

「前例」を作ることができるから。

―確かに、公園をどう使いたいかは

民間が声を上げるべきで、それをど

う実現するかは警察や役所に手伝っ

てもらわなければならず、公園の楽

しみ方を“引き継いでいく”ために

はそのエリアの“偉い人”に見ても

らうことは自然な流れかもしれな

い。

そうだ、前例は作ればいい。そし

て、そのために役所の人の知恵を借

り、地域の“偉い人”の力を借り、

協力してくれる人を募って、必要な

ときは資金の手伝いをしてくれる人

を見つけ、「一丸」となって取り組

めばいいんだ！

もちろん、それらの準備は大変でし

ょうけれど、やりたいことがある人

は自主的に「公共空間であっても使

わせてください！」と声を上げても

いいんですね。それがみんなのため

であるのなら、きっと協力者は現れ

てくれるはず…。

日田には池袋リビングループの場所

となったグリーン大通りのような広

大な場所はありません。でも、それ

を嘆いても仕方がない…。でも、空

き店舗や公共空間（道路・歩道・河

川等）ならあります。

一時的なイベントではなく、空き

家・空き店舗、公共空間を使ったみ

んなのための常設のお店やゆったり

と集まれる場所ならもっとよし！

3日間通しで多くの人が案を「ねりね

り」したプロジェクトが、うまくス

タートしてくれますように！　

深夜まで行われたグループワークが

形になり、市民に喜ばれる場所にな

りますように！

「もてあます時代　～所有すること

が目的にならない時代～」

一級建築士

HAGI STUDIO代表取締役

宮崎晃吉

官民集合研修2日目。2人の専門家か

らの知恵を授かるためのレクチャー

が行われました。二人目は宮崎晃吉

さん。古い木造の賃貸アパート（ト

イレ共同・お風呂なし！）を改修し

て人の集まる場所にしたり、同じく

古いアパートに手を入れてまち全体

をホテルに見立てた宿泊施設にした

りと、「知恵の宝庫」とも言える方

です。

とはいえ、宮崎さんにはちょっとし

た“苦い思い出”もあるようで…。

等身大の起業とでもいいましょうか

…。これから「まちのために何かを

したい！」「空き家・空き店舗を使

っ て 何 か 楽 し め る 場 所 を 作 り た

い！」という方に多くのアイディア

をくださいました。

「いきなり大きなことは

できません！」

宮崎さんは、大学時代に既に起業さ

れていました。築50年の空き家だっ

たアパートを1棟丸ごと一時的に借り

受け、壁を取り払い6畳一間だった部

屋を12畳にリノベーション、住みや

すい場所にしたことで住人の知人が

寄り集まり、「知らない人が毎夜飲

み会をしている場所」になったのだ

とか。まさしく「賑わい」ですね。

そのアパートは大学まで徒歩15分、

近隣は木造の古い建物が多く「日本

の風情」を残したエリアでした。若

い学生達なら敬遠しそうなところで

すが、むしろ集まりやすい場所にし

てしまったとは、何とすごい…。

そのアパートは、東京都台東区谷中

にあった。戦災を逃れたため近所は

古い木造の建物が多くまさしく下町

というイメージ。実際オーナーさん

にとって借り受けたアパートは「ゴ

ミ」という印象だったようだ。

地の利はいい。大学まで徒歩15分。

全く借り手のなかったアパートに手

を入れて1室あたり12畳にすること

で価値を生み出そう、自分たちで修

繕するからその分賃料を3万円にして

くれとオーナーに掛け合った。それ

が実現した頃には、夜な夜な誰かが

遊びに来る楽しい場所となってくれ

た。

ここで気づいたのは、「いきなり大

きなことはできない」ということ。

いくら1棟丸ごと託してもらえたとは

いえ、自分たちでやらなくてはなら

ないことも多く、小さなことを少し

ずつやった、といえる。

「人のお金で好きなものを

作れていいですね」

大学卒業後、宮崎さんは大分県出身

の建築家、磯崎新氏の事務所に就

職。何だかすごいです。宮崎さん、

「近代的な建物を次々と生み出す人

になるのでしょうか…。」今回のひ

たReデザインプログラムのお題にそ

ぐわないような…。いえいえ、そん

なことはありません。この就職で仕

事をしていくうちに、「建築の未

来」が見えたのだそう。

磯崎新事務所に就職して、上海に1年

駐在した。先輩はタワーマンション

が、自分には木造の賃貸アパートが

あてがわれた。確かにタワーマンシ

ョンは清潔感があっただろうが、自

分自身在学中は木造賃貸に住んでい

たので別段抵抗感はなかった。むし

ろ近所のまちの風情や、人付き合い

は個人的には楽しかった。

上海はいい意味で古いものを大切に

している。防空壕をダンスクラブ

に、ドイツ人技師が作った屠殺場が

焼肉店になっていたり…壊さない、

つまり、歴史をそのまま受け入れて

いることが自分にとっては好ましく

感じられた。

ちょうどその頃、クライアントから

放たれた一言が胸に刺さった。「建

築家の先生はいいいですね、人のお

金を使って好きなものを作れるんで

すから」。また同時期に「3.11東日

本大震災」が起こった。建築に携わ

る者としてボランティアに赴いた

が、何もできなかったことに無力感

を覚えてしまった。

そのとき、手を入れたアパートのオ

ーナーから連絡が。震災により多く

の建物が壊れてしまったことを目の

当たりにし、自身所有のアパートの

強度に不安を感じたようで「駐車場

にする」と聞かされた。「それなら

ば、建物のお葬式をさせてくださ

い」と申し出た。

萩荘という名のアパートだったの

で、「ハギエンナーレ」と題したア

ートイベントを企画。アーティスト

の力を借りて展示をしたり、家に落

ちている釘を壁一面に打ちつけた

り、吹き抜けを作ってベッドに鳩を

“宿泊”させたり…。

その小さなイベントの賑わいを見

て、オーナーも「もったいない」と

感じたようだった。このとき、自分

自身も「建築とお金」「未来と生み

出せるお金」について考え始めた。

―確かに、古いからという理由で何

でも壊してしまうのは、エコロジー

が叫ばれている今、時代に逆らって

いる気がします…。使えるものは使

う、手を入れてよみがえるものがあ

れば手を入れる、それがある意味

「正当」といえる現代、宮崎さんの

考え方が変化したのは充分に理解が

できます。

お金の試算で「未来を見せる」

その後、この荻荘はどうなったので

しょうか。宮崎さんは、「更地にし

て新築物件を建てた場合」「更地に

して駐車場にした場合」「リノベー

ションした場合」の3通りでオーナー

の収益を試算してみました。結果、

オーナーは「リノベーション」を選

択。宮崎さんは事業者としてリノベ

ーションとテナント募集を請け負う

ことになりました。

コンセプトは「最小の文化複合施

設」。1階はアートギャラリーとカフ

ェ、2階は美容室などのテナント。も

ちろん資金調達もしなければなりま

せんが、親戚や日本政策金融公庫か

らの借入で賄いました。それでも不

足した分はクラウドファンディング

で調達したそうです。

先にも言ったとおり、いきなり大き

なことはできない。一番最初のオー

プニングパーティーには200人が来

場し、あまりの賑わいに救急車や消

防車、パトカーが出動することにな

り、近隣からは苦情の電話が入った

が、これがご近所づきあいの始まり

となった。

その後半年、資金は底を尽きかけ低

迷。カフェのメニューを変えるな

ど、微調整を繰り返しながら何とか

持ち直せた。始めてみて気づくこと

も多くある。その点は皆さんにも知

っておいて欲しい。

努力の甲斐があり認知度が上がるに

つれ、そのうち「結婚式をしたい」

という人が現れた。とはいえ、荻荘

は狭い。結婚式の全てを賄うことは

できない。それまでカフェで1回3分

程度のパフォーマンス300円という

“パフォーマンスカフェ”というイ

ベントをしていた縁でつながった地

域の商店と連携した。新郎新婦と共

にお祝いに駆けつけた人たちがまち

めぐりをし、花や風船をもらいなが

ら荻荘へ、お祝いの食事を荻荘で行

うプランで実行した。

―確かに、最初から思ったとおりの

結果は出せませんよね…。起業した

人が「辛い」と思うことはあり得る

ことです。しかしながら、大きな会

社に勤めている人が辛くない訳でも

ありません。よくよく考えると、辛

いポイントが違うだけ。資金と人間

関係なのか、歯車として働かされる

ことの面白くなさなのか…。それだ

ったら、楽しいことのほうを選ぶの

も悪くなさそう…。

まち全体を宿泊施設にみたてる

「HANARE」

―まちを楽しむ仕掛け

宮崎さんは、ここで足を止めたりは

しませんでした。荻荘に近いところ

に「第二丸越荘」という魅力的な物

件を見つけたのです。物件は古くと

もオーナーは若い方。おばあちゃん

から相続したものをそう易々と手放

すことに抵抗感を覚えているのだ、

と語ったそうです。手放せない、で

も毎年の固定資産税は生じる…。

宮崎さんは、「10年定期借家しま

す、賃料は先払いします」と伝えた

のだそう。それで何が起こったので

しょうか。

谷中は東京でも珍しく、銭湯が比較

的多く残っている場所。そして、お

酒を飲める飲食店もあり、夕暮れ時

は「日本」を感じられる風情があ

る。これを活かさない手はないと考

え、宿泊施設「HANARE」にするこ

とにした。

建物は、建築基準法・旅館業法・消

防法をクリアしなければならなかっ

た。後は朝食の提供場所、チェック

インのためのカウンターの確保。荻

荘の1階のカフェを朝食のための場

に、同じく荻荘の2階のテナントスペ

ースをチェックインのための場所に

した。HANAREからは少し歩いても

らうことになるが、まちを楽しむ移

動、つまり散歩・まち歩きとして捉

えてもらえればと思った。

決して新しい建物ではないHANARE

の部屋だから、アメニティで「おも

てなし」を表現しなければならな

い。石鹸や歯ブラシなどがきっちり

と収まるへこみを設けた真四角の箱

を作ってもらい、そこにアメニティ

グッズを丁寧に納める。「HANARE」

ロゴ入りお風呂バッグも入れてお

く。それらアメニティグッズをお風

呂バッグに入れ、銭湯を楽しんでも

らうようにした。

事前に5軒の銭湯と話をつけ、「銭湯

券」も渡すようにしているので、宿

泊客はその5軒の銭湯のうち好きなと

ころへと向かう。銭湯の人もそれを

知っているので、HANAREのバッグ

を持っている人には親切にしてくれ

る。まちとHANAREがWin-Winとな

る。

これで何が起こったか。オーナーは

10年先払いされたお金でリノベーシ

ョンの資金をほとんど賄え、思い入

れの深い建物を手放さずに済んだ。

我々HANAREは法で認められるうち

最大限、好きなようにリノベーショ

ンできた。そして、1泊朝食付き1人

1万円のプランが出来上がった。

―前回のレポートでもご紹介したと

おり、20代を中心とした若い人がお

金を出したくなるものは、「体験」

でした。これを文字通り実現したの

がHANAREのように感じられます。

宿に泊まる・まちを歩きその雰囲気

を楽しむ・その土地ならではのもの

を食べる…まさしくHANAREではそ

んな体験ができそうです。

旅行に出かけるとき、「どこに行こ

う」「何を食べよう」「ガイドブッ

ク通りでない何かを探したい」…実

は出かけるまでが楽しかったりしま

すよね。パッケージツアーや、館内

で食事・温泉・お土産購入まで済ん

でしまういわゆる「囲い込み宿」は

便利だけど、何か物足りない。そん

な人向けの宿、すごく楽しそうで

す。

ヨーロッパでは、「アルベルゴ・デ

ィフーゾ」といって、観光客が選び

づらい小規模な村を活気付けるた

め、歴史ある建物をゲストルームと

して活用するムーブメントが起きて

いるそう。泊まるというより、「暮

らす」に近い体験ができるので、数

日休みが取れそうなときに選んでみ

たい“宿泊方法”です。

このHANARE、なんと、エールフラ

ンスの機内誌に掲載されたそうで

す。HANAREの部屋数は5つ。びっく

りです。

「都市をハックせよ！」

―今あるものを活かすために

HANAREがあることで、周囲の銭湯

も飲食店も、これまでどおりに営業

ができる。まさしく、民間が営業す

る「公的な何か」のようです。しか

も、それぞれが1箇所に集まらなくて

もいい。ちょっとまちを歩いてもら

うだけで用は足りる、という訳で

す。

さて、宮崎さんがいま経営している

施設はもうひとつあります。それ

は、イートインスペースのあるお惣

菜 屋 さ ん 「 T A Y O R I 」 。 荻 荘 、

HANAREに程近い場所にあるビルの2

階です。この場所に関しては、宮崎

さんからの働きかけではなく、その

オーナーから「うちでも何かできな

いか」と声をかけられたのだそう。

既に荻荘のカフェで知り合いになっ

ていた生産者さんから送られてくる

食材で、健康的なお惣菜を販売して

いる。そこで地域の人たちを結び付

けられるよう、子連れでもOKの座敷

も作った。

古い郵便局のカウンター風のコーナ

ーを作り、そこで生産者の紹介をし

ている。そして、そのカウンターに

置いてある筆記用具などで生産者に

手紙を書けるようにした。いわゆる

「顔の見える農業」が実現するだけ

でなく、それを口にした消費者から

の生の声を聞くことで生産者のモチ

ベーションもあがる。

必要な考え方は「既存のものをどう

活かすか」。都市をハックしてやろ

う、というもの。偶然は積み重なる

と必然（ミラクル）になる。これを

私は体験してきた。ミラクルとは、

共感してくれる人が増える、仲間が

増えること。

―都会でも、「顔の見える農業」が

できるんですね。私たちのように地

方に住んでいると、知り合いからの

おすそ分けを頂くこともあります。

または道の駅で生産者さんのプロフ

ィールを目にしたり、案外“近い

人”のことを知る訳ですが、確かに

都会だと誰が作った農産物かわから

ないものが多いでしょう…。

特に子育て中の若いお父さん・お母

さんたちにとって、子どもの体が出

来上がるまでの間、良いものを食べ

させたいと願うのは自然なこと。こ

れらのひとたちを座敷で自然に繋

ぎ、さらには生産者さんとも繋いで

しまうとは。口にするものは信頼で

きる人から買いたい。よいものを作

ってくれる人を応援したい。まさし

く共感、まさしくミラクル。

「ローカルであることが

グローバルである」

今、このレポートを読んでくださっ

ている方はご存じのはずです。現在

流行している言葉の中に「リノベー

ション」があるということ。これを

宮崎さんが解釈すると、

・今あるものを、別の見方で新たな

ものに変換させる

ということなんだそうです。建物を

リノベーションしたからといって、

それだけで商売繁盛することはない

でしょう。だって、それは単に「入

れ物をきれいにしただけ」ですか

ら。

宮崎さんの考え方なら、すんなり理

解できます。HANAREの例なら、

・古いアパート（宿泊施設）

・5つの銭湯（HANAREにはない入浴

施設を肩代わり）

・近所の飲食店（ホテルでいうとこ

ろのレストランやバーとしての役

割）

確かにこれらを点と考えれば、それ

ぞれは「ローカル」です。しかしな

がら、上のように有機的に繋ぐこと

で「小さなグローバル」ができあが

ります。

今は、モノを持て余す時代。右肩上

がりの頃はいいものを手に入れた

い・所有したいということが目的だ

ったが、その頃手に入れたモノが今

やお荷物になっているケースすらあ

る。それを活用しなくてどうする。

建築の仕事をしている多くの人たち

は「新しいものが建てられない」と

悲観しているが、私を含め一部の人

間はワクワクしている。今あるも

の、エリアの歴史、これらをどう使

うのかを問われている。

ここで話を聞いている人の中には、

谷中だからできるんでしょ、芸大そ

ばだからできるんでしょ、とおっし

ゃるかもしれない。それは当然。谷

中だから、芸大そばだから、ではな

く、自分にできること・ここででき

ることを突き詰めているから。

やらない理由を考えているうちにチ

ャンスは逃げる。そんな時間がある

なら、やってしまえばいい。多少借

金しても死ぬわけではなし。やって

やろう！と思って欲しい。

―確かに…。一昔前とは違い、日本

でも、事業における多少の失敗は

「チャレンジした証」として捉えら

れる空気が醸成されはじめていま

す。もしも、ですよ…「みんなのた

めにもなるから」とある事業を興し

たとします。そして、それが仮に失

敗したとしても、笑う人には笑わせ

ておけ、です。その代わり、本当に

真剣にその事業と向き合ったのな

ら、それに共感してくれた人たちと

いう何物にも代えがたい財産が残り

ます。

さぁ、やってやりましょうよ！

ユニットワークと

最終プレゼンテーション

ユニットワークとは？

最終的に何を作り出すのか？

今回、「建物の役割・意味（コンテ

ンツ）」を考える対象となったの

は、日田駅周辺にある遊休不動産と

公共空間

◆市道駅前通りにある酒屋跡　

　ユニットマスター　桑原宏治

◆旧若竹旅館

　ユニットマスター　宮崎晃吉

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　ユニットマスター　青木純

です。

まさしく駅前周辺にどう賑わいを作

るのか、という“お題”にふさわし

い物件ばかり。

これら３ユニットは、折々に組み込

まれたレクチャーの時間以外、ほと

んどユニットワーク（議論）をして

いました。まちあるきで物件やその

周辺にある店舗を確認したり、オー

ナーに会って思いを聞き出したり、

朝・昼・晩と物件周辺にどれくらい

の人が歩いているのかを観察したり

…。

その上で、まちの人や観光客が喜ん

でくれそうな物件の使い方と、それ

を実現するために何が必要か、いく

ら位のランニングコストが必要かを

試算したり、その事業を実現する人

を探したりと、最終日に行われるプ

レゼンテーションに向けて取り組み

ました。

3日間のうち、数回、ユニットマスタ

ーへのショートプレゼンが行われま

したが、とても手厳しいコメントば

かり。「いくつかのコンテンツを組

み合わせるというが、その関係性が

明確でない」「それで人件費は稼げ

るの？」「せっかく尖ったコンテン

ツだと思っているのなら、デフレ志

向で低価格の競争をしてはだめ」…

それでもユニットのメンバーはめげ

ません。

ユニットワークは連日深夜まで及

び、夜中に大きく方向転換したユニ

ットも。最終日には概ねの事業計画

まで作成します。

ユニットワークは

こうして行われた！

まず行われたことは、各ユニット内

のメンバーそれぞれの自己紹介。さ

すがにここでは皆さん固い！　そし

て、少しの雑談の後、物件の下見に

出かけました。そして戻ってきてか

ら得た情報をホワイトボードに書き

出します。

・築何年/何階建て/何室あるか

・周囲にはどのようなお店や施設が

あるか

・これまでどのように使われてきた

のか

・オーナーさんの思い

・その物件のそばに何が不足してい

ると思うか

これらの情報を元に、「何にすれば

人が集まるか/市民が喜ぶものを作れ

るかなど」を各自思い思いに伝え合

います。どのユニットにおいても初

回聞かれたのは

・駅前通り近辺は、豆田町と隈町を

つなぐ「通り」

・サンリブ撤退後、ドラックストア

が来ることでどのような変化が起

こるかわかりづらい

などです。確かにドラックストアが

できるという不確定要素はあるもの

の、市民が欲しいものは市民が“発

掘する”ことが重要。ユニットマス

ターのアドバイスを得ながら、各ユ

ニットとも、その物件への理解を深

め続けます。

当初の各ユニットの抱いたイメージ

は、次の通りです。

◆市道駅前通りの酒屋跡

　駅前なのに広い歩道がある。待ち

合わせやちょっと呑み、ないしは

締めに利用できる飲食店にできな

いか。

◆旧若竹旅館

　もともと旅館だけに部屋数の多い

物件。周囲の小売店と連携して飲

食物などの提供をしながら、近所

の若い世代や子育て世代が気軽に

歓談に立ち寄れる場所にできない

か。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　小京都日田にふさわしい玄関口に

するため、着物の着付けやメイク

ができる施設にできないか。着物

を着た人がまちに増えれば、SNSな

どで情報発信してもらえるかも。

一晩で「目指すもの」が変わった

ユニットも！

先にも触れたとおり、ユニットワー

クとレクチャーが交互に行われまし

た。そして夜は懇親会やユニットで

の二次会も行われました。そこで打

ち解け、ユニットマスターからもさ

らに深い話をきいたメンバーの中

で、それぞれ思いの変化が起きたよ

うです。

中には、一晩で目指すものが一気に

変わってしまったユニットも現れま

した。

改めてまちの成り立ちやその物件の

“生い立ち”、その近辺にどのよう

な人たちが住んでいるのか、昼と夜

の変化など、今まで目にはしていて

も意識しなかったことを再認識し驚

いているメンバーも少なくありませ

んでした。

ユニットワークの光景を見ていて気

づいたのは、「市民と市役所職員が

フラットに語り合えるのだ」という

事実。時に“敵対関係”ともなり得

ることもあるこの官と民とが、これ

からのまちについて同じ机を囲んで

意見を出し合う。障壁となり得る行

政手続きの問題については官側から

説明をしてもらえる。このような関

係が今後も市民の目に付く場所で続

くように祈るばかりです。

では、いよいよ不動産オーナーと会

場に集まった方々に向けて最終プレ

ゼンテーションです！　駅周辺の3つ

の場所がどのように事業化されるの

か…。実施はまだ先でも、今から楽

しみでなりません。

3つのユニットからの

事業提案プレゼンテーション

◆市道駅前通りの酒屋跡

テーマ「0次会で気軽に立ち寄り、2

番人気のメニューを屋台で食べて、1

番人気のメニューを食べに店に行く

“HITA FOOD ENTRANCE021”」

歩道に屋台20基、座席数は60～80

席、営業時間は16時～19時。

屋台で「2番人気のメニューを出して

くれるお店」を募ることで、出店者

にはお客さんの獲得を、来店者には

新しいお店の発見を促します。しか

しながら、物件そのものはオフィス

に。お店の確保や行政・地元自治

会・商店街との調整を担い、備品リ

ースや屋台の倉庫としても使用。

ユニットメンバーの市職員が、道路

占用や消防など法に関することへの

対応を行います。民間側から「やり

ます！」と即答してくれたのは、市

内でカフェを経営するオーナーで

す。実はユニットメンバー内で自ら

事業を興す「プレイヤー」を発掘で

きなかったものの、最終プレゼンテ

ーション前夜、ユニットメンバーの

ひとりからの声かけで見つかった方

です。

屋台の月額賃料は、ガスなどのラン

ニングコストを除き1か月3万円。準

備にかかるイニシャルコストは547

万円（屋台・発電機・チラシ・鉄板

など）。これらを36か月で回収する

となると、屋台20台×8,000円は必

要と計算しました。もちろん事務所

を運営する費用も必要です。これら

を屋台への出店者にも負担してもら

うと、3万円となります。当初は事業

に必要な区画数を設け、その後増や

して行きたいという目論見です。

駅前に小さな屋台村ができると楽し

いだろうなぁ…。

◆旧若竹旅館

テーマ「日田の部室 WAKATAKE 

“部室で行われる活動は、趣味以

上・仕事未満“」

かつて、日田に訪れるビジネスマン

を家族のように受け入れてきた若竹

旅館。結婚式などのイベントごとが

行われることもありました。まさし

く“人の縁をつなぐ場所”。再開発

が進む中、迷路のような面白い建物

が残っているのも奇跡的、周囲には

マンションも多く、これらの人たち

に開かれた場にしたいと考えまし

た。

ユニットメンバーの一人にボードゲ

ームが趣味な方がいました。その方

の発言では、道具をしまっておく場

所も、本気で遊べる場所もなかなか

ないと。そこで、「大人の部活」を

テーマにしたのです。2階は12もの

個室があります。そこを大人の部活

部屋にし、1階の広間を部員や地域住

民が交流するためのカフェにしよう

という考えです。

このユニットでは、ユニットメンバ

ー（民間の方４名）で代表取締役と

取締役まで決めてしまいました。会

社名は「HITALIVE」。市職員（4名）

は部室の部長としてこの事業に参画

し、そのうち１名は一部屋借りる契

約になってました。

不動産オーナーからHITALIVEが1棟丸

ごと借り入れ、部室として1部屋1か

月3万円で貸し出し、カフェの売り上

げ高を1か月75万円に設定し、月10

万円以上の利益をだす事業計画。

大人が全力で遊ぶ姿を子どもに見せ

られたら…。福岡ほど洗練されては

いないけれど、楽しい場所はここに

もあるよ、と教えてあげられること

間違いなし。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

テーマ「ななつ星in日田＋ひなた

“特別な旅とちいさなチャレンジシ

ョップ”」

日田の玄関であるJR日田駅。JRを利

用した旅人が降り立ったとき、そこ

に特別な旅があったら…。市民が

代々受け継いできた着物を頂く・借

りるなどし着物レンタル、着付とメ

イクをセットにし、日田にある歴史

的建物や技術を体験できるプチ旅行

を7人のコンシェルジュがサポートす

るといいます。スローガンは「あな

た だ け の ・ 特 別 な 旅 」 。 1 組 7 万

7,700円で宿泊できる特別なプランの

中に着付・メイクを含み、他に7つの

特典をプランニングします。もちろ

ん、その宿から「ななつ星」を見る

ことも可能。

それに先駆け、駅前広場を管理する

会社を作り、公民連携パートナーシ

ップを結び、小さなビジネスを興せ

る「巣箱（日田杉で作った箱型屋

台）」でビジネスの芽を育てようと

目論見ます。1か月3万円で巣箱をレ

ンタル、1Dayチャレンジや常設の日

田物産・ジビエ料理などを取り扱う

店舗へ貸し出します。もしも“独

立”したくなったら、市内の空き店

舗へと誘導する予定なのだそう。

プチ旅計画で想定される川床設営や

集団顔見世のときの店舗設営に関し

ては、ユニットメンバーの市役所職

員がサポート。

事業は、先ず、株式会社HINATAがJR

九州の駅２階部分を賃貸で借り上げ

ます。駅前広場は、公共空間占用料

として日田市役所へ支払います。事

業そのものは、巣箱を活用した賃貸

事業と特別な旅を商品化した宿泊事

業に分け展開しますが、初期投資に

3,000万円必要。ですが、5年で費用

回収できる事業計画としています。

私も駅から程近いところに住んでい

ますが、なかなか駅前まで足を運ぶ

ことがありません。さすがに市民の

方が宿泊することはないでしょう

が、「巣箱」で取り扱われる市内の

物産には興味があります！
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ユニットワークと

最終プレゼンテーション

ユニットワークとは？

最終的に何を作り出すのか？

今回、「建物の役割・意味（コンテ

ンツ）」を考える対象となったの

は、日田駅周辺にある遊休不動産と

公共空間

◆市道駅前通りにある酒屋跡　

　ユニットマスター　桑原宏治

◆旧若竹旅館

　ユニットマスター　宮崎晃吉

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　ユニットマスター　青木純

です。

まさしく駅前周辺にどう賑わいを作

るのか、という“お題”にふさわし

い物件ばかり。

これら３ユニットは、折々に組み込

まれたレクチャーの時間以外、ほと

んどユニットワーク（議論）をして

いました。まちあるきで物件やその

周辺にある店舗を確認したり、オー

ナーに会って思いを聞き出したり、

朝・昼・晩と物件周辺にどれくらい

の人が歩いているのかを観察したり

…。

その上で、まちの人や観光客が喜ん

でくれそうな物件の使い方と、それ

を実現するために何が必要か、いく

ら位のランニングコストが必要かを

試算したり、その事業を実現する人

を探したりと、最終日に行われるプ

レゼンテーションに向けて取り組み

ました。

3日間のうち、数回、ユニットマスタ

ーへのショートプレゼンが行われま

したが、とても手厳しいコメントば

かり。「いくつかのコンテンツを組

み合わせるというが、その関係性が

明確でない」「それで人件費は稼げ

るの？」「せっかく尖ったコンテン

ツだと思っているのなら、デフレ志

向で低価格の競争をしてはだめ」…

それでもユニットのメンバーはめげ

ません。

ユニットワークは連日深夜まで及

び、夜中に大きく方向転換したユニ

ットも。最終日には概ねの事業計画

まで作成します。

ユニットワークは

こうして行われた！

まず行われたことは、各ユニット内

のメンバーそれぞれの自己紹介。さ

すがにここでは皆さん固い！　そし

て、少しの雑談の後、物件の下見に

出かけました。そして戻ってきてか

ら得た情報をホワイトボードに書き

出します。

・築何年/何階建て/何室あるか

・周囲にはどのようなお店や施設が

あるか

・これまでどのように使われてきた

のか

・オーナーさんの思い

・その物件のそばに何が不足してい

ると思うか

これらの情報を元に、「何にすれば

人が集まるか/市民が喜ぶものを作れ

るかなど」を各自思い思いに伝え合

います。どのユニットにおいても初

回聞かれたのは

・駅前通り近辺は、豆田町と隈町を

つなぐ「通り」

・サンリブ撤退後、ドラックストア

が来ることでどのような変化が起

こるかわかりづらい

などです。確かにドラックストアが

できるという不確定要素はあるもの

の、市民が欲しいものは市民が“発

掘する”ことが重要。ユニットマス

ターのアドバイスを得ながら、各ユ

ニットとも、その物件への理解を深

め続けます。

当初の各ユニットの抱いたイメージ

は、次の通りです。

◆市道駅前通りの酒屋跡

　駅前なのに広い歩道がある。待ち

合わせやちょっと呑み、ないしは

締めに利用できる飲食店にできな

いか。

◆旧若竹旅館

　もともと旅館だけに部屋数の多い

物件。周囲の小売店と連携して飲

食物などの提供をしながら、近所

の若い世代や子育て世代が気軽に

歓談に立ち寄れる場所にできない

か。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　小京都日田にふさわしい玄関口に

するため、着物の着付けやメイク

ができる施設にできないか。着物

を着た人がまちに増えれば、SNSな

どで情報発信してもらえるかも。

一晩で「目指すもの」が変わった

ユニットも！

先にも触れたとおり、ユニットワー

クとレクチャーが交互に行われまし

た。そして夜は懇親会やユニットで

の二次会も行われました。そこで打

ち解け、ユニットマスターからもさ

らに深い話をきいたメンバーの中

で、それぞれ思いの変化が起きたよ

うです。

中には、一晩で目指すものが一気に

変わってしまったユニットも現れま

した。

改めてまちの成り立ちやその物件の

“生い立ち”、その近辺にどのよう

な人たちが住んでいるのか、昼と夜

の変化など、今まで目にはしていて

も意識しなかったことを再認識し驚

いているメンバーも少なくありませ

んでした。

ユニットワークの光景を見ていて気

づいたのは、「市民と市役所職員が

フラットに語り合えるのだ」という

事実。時に“敵対関係”ともなり得

ることもあるこの官と民とが、これ

からのまちについて同じ机を囲んで

意見を出し合う。障壁となり得る行

政手続きの問題については官側から

説明をしてもらえる。このような関

係が今後も市民の目に付く場所で続

くように祈るばかりです。

では、いよいよ不動産オーナーと会

場に集まった方々に向けて最終プレ

ゼンテーションです！　駅周辺の3つ

の場所がどのように事業化されるの

か…。実施はまだ先でも、今から楽

しみでなりません。

3つのユニットからの

事業提案プレゼンテーション

◆市道駅前通りの酒屋跡

テーマ「0次会で気軽に立ち寄り、2

番人気のメニューを屋台で食べて、1

番人気のメニューを食べに店に行く

“HITA FOOD ENTRANCE021”」

歩道に屋台20基、座席数は60～80

席、営業時間は16時～19時。

屋台で「2番人気のメニューを出して

くれるお店」を募ることで、出店者

にはお客さんの獲得を、来店者には

新しいお店の発見を促します。しか

しながら、物件そのものはオフィス

に。お店の確保や行政・地元自治

会・商店街との調整を担い、備品リ

ースや屋台の倉庫としても使用。

ユニットメンバーの市職員が、道路

占用や消防など法に関することへの

対応を行います。民間側から「やり

ます！」と即答してくれたのは、市

内でカフェを経営するオーナーで

す。実はユニットメンバー内で自ら

事業を興す「プレイヤー」を発掘で

きなかったものの、最終プレゼンテ

ーション前夜、ユニットメンバーの

ひとりからの声かけで見つかった方

です。

屋台の月額賃料は、ガスなどのラン

ニングコストを除き1か月3万円。準

備にかかるイニシャルコストは547

万円（屋台・発電機・チラシ・鉄板

など）。これらを36か月で回収する

となると、屋台20台×8,000円は必

要と計算しました。もちろん事務所

を運営する費用も必要です。これら

を屋台への出店者にも負担してもら

うと、3万円となります。当初は事業

に必要な区画数を設け、その後増や

して行きたいという目論見です。

駅前に小さな屋台村ができると楽し

いだろうなぁ…。

◆旧若竹旅館

テーマ「日田の部室 WAKATAKE 

“部室で行われる活動は、趣味以

上・仕事未満“」

かつて、日田に訪れるビジネスマン

を家族のように受け入れてきた若竹

旅館。結婚式などのイベントごとが

行われることもありました。まさし

く“人の縁をつなぐ場所”。再開発

が進む中、迷路のような面白い建物

が残っているのも奇跡的、周囲には

マンションも多く、これらの人たち

に開かれた場にしたいと考えまし

た。

ユニットメンバーの一人にボードゲ

ームが趣味な方がいました。その方

の発言では、道具をしまっておく場

所も、本気で遊べる場所もなかなか

ないと。そこで、「大人の部活」を

テーマにしたのです。2階は12もの

個室があります。そこを大人の部活

部屋にし、1階の広間を部員や地域住

民が交流するためのカフェにしよう

という考えです。

このユニットでは、ユニットメンバ

ー（民間の方４名）で代表取締役と

取締役まで決めてしまいました。会

社名は「HITALIVE」。市職員（4名）

は部室の部長としてこの事業に参画

し、そのうち１名は一部屋借りる契

約になってました。

不動産オーナーからHITALIVEが1棟丸

ごと借り入れ、部室として1部屋1か

月3万円で貸し出し、カフェの売り上

げ高を1か月75万円に設定し、月10

万円以上の利益をだす事業計画。

大人が全力で遊ぶ姿を子どもに見せ

られたら…。福岡ほど洗練されては

いないけれど、楽しい場所はここに

もあるよ、と教えてあげられること

間違いなし。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

テーマ「ななつ星in日田＋ひなた

“特別な旅とちいさなチャレンジシ

ョップ”」

日田の玄関であるJR日田駅。JRを利

用した旅人が降り立ったとき、そこ

に特別な旅があったら…。市民が

代々受け継いできた着物を頂く・借

りるなどし着物レンタル、着付とメ

イクをセットにし、日田にある歴史

的建物や技術を体験できるプチ旅行

を7人のコンシェルジュがサポートす

るといいます。スローガンは「あな

た だ け の ・ 特 別 な 旅 」 。 1 組 7 万

7,700円で宿泊できる特別なプランの

中に着付・メイクを含み、他に7つの

特典をプランニングします。もちろ

ん、その宿から「ななつ星」を見る

ことも可能。

それに先駆け、駅前広場を管理する

会社を作り、公民連携パートナーシ

ップを結び、小さなビジネスを興せ

る「巣箱（日田杉で作った箱型屋

台）」でビジネスの芽を育てようと

目論見ます。1か月3万円で巣箱をレ

ンタル、1Dayチャレンジや常設の日

田物産・ジビエ料理などを取り扱う

店舗へ貸し出します。もしも“独

立”したくなったら、市内の空き店

舗へと誘導する予定なのだそう。

プチ旅計画で想定される川床設営や

集団顔見世のときの店舗設営に関し

ては、ユニットメンバーの市役所職

員がサポート。

事業は、先ず、株式会社HINATAがJR

九州の駅２階部分を賃貸で借り上げ

ます。駅前広場は、公共空間占用料

として日田市役所へ支払います。事

業そのものは、巣箱を活用した賃貸

事業と特別な旅を商品化した宿泊事

業に分け展開しますが、初期投資に

3,000万円必要。ですが、5年で費用

回収できる事業計画としています。

私も駅から程近いところに住んでい

ますが、なかなか駅前まで足を運ぶ

ことがありません。さすがに市民の

方が宿泊することはないでしょう

が、「巣箱」で取り扱われる市内の

物産には興味があります！
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ユニットワークと

最終プレゼンテーション

ユニットワークとは？

最終的に何を作り出すのか？

今回、「建物の役割・意味（コンテ

ンツ）」を考える対象となったの

は、日田駅周辺にある遊休不動産と

公共空間

◆市道駅前通りにある酒屋跡　

　ユニットマスター　桑原宏治

◆旧若竹旅館

　ユニットマスター　宮崎晃吉

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　ユニットマスター　青木純

です。

まさしく駅前周辺にどう賑わいを作

るのか、という“お題”にふさわし

い物件ばかり。

これら３ユニットは、折々に組み込

まれたレクチャーの時間以外、ほと

んどユニットワーク（議論）をして

いました。まちあるきで物件やその

周辺にある店舗を確認したり、オー

ナーに会って思いを聞き出したり、

朝・昼・晩と物件周辺にどれくらい

の人が歩いているのかを観察したり

…。

その上で、まちの人や観光客が喜ん

でくれそうな物件の使い方と、それ

を実現するために何が必要か、いく

ら位のランニングコストが必要かを

試算したり、その事業を実現する人

を探したりと、最終日に行われるプ

レゼンテーションに向けて取り組み

ました。

3日間のうち、数回、ユニットマスタ

ーへのショートプレゼンが行われま

したが、とても手厳しいコメントば

かり。「いくつかのコンテンツを組

み合わせるというが、その関係性が

明確でない」「それで人件費は稼げ

るの？」「せっかく尖ったコンテン

ツだと思っているのなら、デフレ志

向で低価格の競争をしてはだめ」…

それでもユニットのメンバーはめげ

ません。

ユニットワークは連日深夜まで及

び、夜中に大きく方向転換したユニ

ットも。最終日には概ねの事業計画

まで作成します。

ユニットワークは

こうして行われた！

まず行われたことは、各ユニット内

のメンバーそれぞれの自己紹介。さ

すがにここでは皆さん固い！　そし

て、少しの雑談の後、物件の下見に

出かけました。そして戻ってきてか

ら得た情報をホワイトボードに書き

出します。

・築何年/何階建て/何室あるか

・周囲にはどのようなお店や施設が

あるか

・これまでどのように使われてきた

のか

・オーナーさんの思い

・その物件のそばに何が不足してい

ると思うか

これらの情報を元に、「何にすれば

人が集まるか/市民が喜ぶものを作れ

るかなど」を各自思い思いに伝え合

います。どのユニットにおいても初

回聞かれたのは

・駅前通り近辺は、豆田町と隈町を

つなぐ「通り」

・サンリブ撤退後、ドラックストア

が来ることでどのような変化が起

こるかわかりづらい

などです。確かにドラックストアが

できるという不確定要素はあるもの

の、市民が欲しいものは市民が“発

掘する”ことが重要。ユニットマス

ターのアドバイスを得ながら、各ユ

ニットとも、その物件への理解を深

め続けます。

当初の各ユニットの抱いたイメージ

は、次の通りです。

◆市道駅前通りの酒屋跡

　駅前なのに広い歩道がある。待ち

合わせやちょっと呑み、ないしは

締めに利用できる飲食店にできな

いか。

◆旧若竹旅館

　もともと旅館だけに部屋数の多い

物件。周囲の小売店と連携して飲

食物などの提供をしながら、近所

の若い世代や子育て世代が気軽に

歓談に立ち寄れる場所にできない

か。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　小京都日田にふさわしい玄関口に

するため、着物の着付けやメイク

ができる施設にできないか。着物

を着た人がまちに増えれば、SNSな

どで情報発信してもらえるかも。

一晩で「目指すもの」が変わった

ユニットも！

先にも触れたとおり、ユニットワー

クとレクチャーが交互に行われまし

た。そして夜は懇親会やユニットで

の二次会も行われました。そこで打

ち解け、ユニットマスターからもさ

らに深い話をきいたメンバーの中

で、それぞれ思いの変化が起きたよ

うです。

中には、一晩で目指すものが一気に

変わってしまったユニットも現れま

した。

改めてまちの成り立ちやその物件の

“生い立ち”、その近辺にどのよう

な人たちが住んでいるのか、昼と夜

の変化など、今まで目にはしていて

も意識しなかったことを再認識し驚

いているメンバーも少なくありませ

んでした。

ユニットワークの光景を見ていて気

づいたのは、「市民と市役所職員が

フラットに語り合えるのだ」という

事実。時に“敵対関係”ともなり得

ることもあるこの官と民とが、これ

からのまちについて同じ机を囲んで

意見を出し合う。障壁となり得る行

政手続きの問題については官側から

説明をしてもらえる。このような関

係が今後も市民の目に付く場所で続

くように祈るばかりです。

では、いよいよ不動産オーナーと会

場に集まった方々に向けて最終プレ

ゼンテーションです！　駅周辺の3つ

の場所がどのように事業化されるの

か…。実施はまだ先でも、今から楽

しみでなりません。

3つのユニットからの

事業提案プレゼンテーション

◆市道駅前通りの酒屋跡

テーマ「0次会で気軽に立ち寄り、2

番人気のメニューを屋台で食べて、1

番人気のメニューを食べに店に行く

“HITA FOOD ENTRANCE021”」

歩道に屋台20基、座席数は60～80

席、営業時間は16時～19時。

屋台で「2番人気のメニューを出して

くれるお店」を募ることで、出店者

にはお客さんの獲得を、来店者には

新しいお店の発見を促します。しか

しながら、物件そのものはオフィス

に。お店の確保や行政・地元自治

会・商店街との調整を担い、備品リ

ースや屋台の倉庫としても使用。

ユニットメンバーの市職員が、道路

占用や消防など法に関することへの

対応を行います。民間側から「やり

ます！」と即答してくれたのは、市

内でカフェを経営するオーナーで

す。実はユニットメンバー内で自ら

事業を興す「プレイヤー」を発掘で

きなかったものの、最終プレゼンテ

ーション前夜、ユニットメンバーの

ひとりからの声かけで見つかった方

です。

屋台の月額賃料は、ガスなどのラン

ニングコストを除き1か月3万円。準

備にかかるイニシャルコストは547

万円（屋台・発電機・チラシ・鉄板

など）。これらを36か月で回収する

となると、屋台20台×8,000円は必

要と計算しました。もちろん事務所

を運営する費用も必要です。これら

を屋台への出店者にも負担してもら

うと、3万円となります。当初は事業

に必要な区画数を設け、その後増や

して行きたいという目論見です。

駅前に小さな屋台村ができると楽し

いだろうなぁ…。

◆旧若竹旅館

テーマ「日田の部室 WAKATAKE 

“部室で行われる活動は、趣味以

上・仕事未満“」

かつて、日田に訪れるビジネスマン

を家族のように受け入れてきた若竹

旅館。結婚式などのイベントごとが

行われることもありました。まさし

く“人の縁をつなぐ場所”。再開発

が進む中、迷路のような面白い建物

が残っているのも奇跡的、周囲には

マンションも多く、これらの人たち

に開かれた場にしたいと考えまし

た。

ユニットメンバーの一人にボードゲ

ームが趣味な方がいました。その方

の発言では、道具をしまっておく場

所も、本気で遊べる場所もなかなか

ないと。そこで、「大人の部活」を

テーマにしたのです。2階は12もの

個室があります。そこを大人の部活

部屋にし、1階の広間を部員や地域住

民が交流するためのカフェにしよう

という考えです。

このユニットでは、ユニットメンバ

ー（民間の方４名）で代表取締役と

取締役まで決めてしまいました。会

社名は「HITALIVE」。市職員（4名）

は部室の部長としてこの事業に参画

し、そのうち１名は一部屋借りる契

約になってました。

不動産オーナーからHITALIVEが1棟丸

ごと借り入れ、部室として1部屋1か

月3万円で貸し出し、カフェの売り上

げ高を1か月75万円に設定し、月10

万円以上の利益をだす事業計画。

大人が全力で遊ぶ姿を子どもに見せ

られたら…。福岡ほど洗練されては

いないけれど、楽しい場所はここに

もあるよ、と教えてあげられること

間違いなし。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

テーマ「ななつ星in日田＋ひなた

“特別な旅とちいさなチャレンジシ

ョップ”」

日田の玄関であるJR日田駅。JRを利

用した旅人が降り立ったとき、そこ

に特別な旅があったら…。市民が

代々受け継いできた着物を頂く・借

りるなどし着物レンタル、着付とメ

イクをセットにし、日田にある歴史

的建物や技術を体験できるプチ旅行

を7人のコンシェルジュがサポートす

るといいます。スローガンは「あな

た だ け の ・ 特 別 な 旅 」 。 1 組 7 万

7,700円で宿泊できる特別なプランの

中に着付・メイクを含み、他に7つの

特典をプランニングします。もちろ

ん、その宿から「ななつ星」を見る

ことも可能。

それに先駆け、駅前広場を管理する

会社を作り、公民連携パートナーシ

ップを結び、小さなビジネスを興せ

る「巣箱（日田杉で作った箱型屋

台）」でビジネスの芽を育てようと

目論見ます。1か月3万円で巣箱をレ

ンタル、1Dayチャレンジや常設の日

田物産・ジビエ料理などを取り扱う

店舗へ貸し出します。もしも“独

立”したくなったら、市内の空き店

舗へと誘導する予定なのだそう。

プチ旅計画で想定される川床設営や

集団顔見世のときの店舗設営に関し

ては、ユニットメンバーの市役所職

員がサポート。

事業は、先ず、株式会社HINATAがJR

九州の駅２階部分を賃貸で借り上げ

ます。駅前広場は、公共空間占用料

として日田市役所へ支払います。事

業そのものは、巣箱を活用した賃貸

事業と特別な旅を商品化した宿泊事

業に分け展開しますが、初期投資に

3,000万円必要。ですが、5年で費用

回収できる事業計画としています。

私も駅から程近いところに住んでい

ますが、なかなか駅前まで足を運ぶ

ことがありません。さすがに市民の

方が宿泊することはないでしょう

が、「巣箱」で取り扱われる市内の

物産には興味があります！

「暗ければ人はついて来ず」

ひたReデザインプログラム

コーディネーター

CRA合同会社

代表社員　岡崎正信

思い起こせば、このプログラムの実

質初回である「ひたReデザイン講

座・公も民も変わらなければならな

い（9月20日）」から、受講者はそれ

ぞれに思い浮かべる“公のための起

業/事業”を温めてきたはずです。

特に、官と民のユニットワークに参

加した方たちは、これまでに見聞き

した事例から、「この物件でみんな

のためになる“何か”」を連日深夜

に渡るまで議論してきました。

そして、それをそれぞれのオーナー

にプレゼンテーションするところま

で練り上げた訳ですが、そこで終わ

りではありません。それを現実のも

のにするところまでが本来この講座

の目指すところです。

さて、3日間にわたるプログラムの最

終レクチャーです。コーディネータ

ーの岡崎さんのお話、この3日を越え

てきた私たちに何を残してくださる

のでしょう。

真剣にやれよ、仕事じゃねえんだぞ

さて、私たち受講者は、地域を活性

化させてきたリーダーたちの話をい

くつも聞いてきました。多くのこと

をインプットすることができまし

た。さて、これをいかにアウトプッ

トできるか。これを最後に問われた

のが、岡崎さんの最後のレクチャー

でした。

仕事は、基本的に頼まれごと。自分

のまちのこと、自分が他の人のため

に役立てると気づいたことがあれば

真剣にやろう。これ、つまり、タモ

リ氏の名言「真剣にやれよ、仕事じ

ゃねえんだぞ」。これは、我が社の

社訓でもある。

日田市役所の皆さんにも言いたい。

公民連携と簡単に言ってもらいたく

はない。必要があれば、市役所を辞

めてまちに出て欲しいとすら思って

いる。補助金という名のお金をどん

どん使うところにいい人は少ない、

ろくなまちではないといってもい

い。

国からの補助金をどんどん投入し、

大きな建物を作る。それにより地価

が上がり固定資産税が支払えなくな

ったり、テナントとして入った店が

立ち行かなくなった人を何人も見

た。中途半端な公共事業は人と地域

を衰退させる。優先順位は、民の中

を巡る“自由なお金”だ。言い換え

れば「公共事業は究極の自己満足」

といってもいい位だ。

今回のユニットワークに参加した市

民のみなさん、役所の人を見直した

場面がありませんでしたか。面白い

意見を持っている人、問題の解決法

を提案してくれた人もいたはず。

一方事業を興すにしても、自分の生

活が成り立てばいい、自分が儲かれ

ばいいとこれまで考えていたかもし

れない。しかし、その事業は自己満

足だけになってはいないかと自らに

問うて欲しい。もしその問いに「自

分がその事業の客になりたくはな

い」と思うのであれば、人もまた満

足できない。

―もっともだと思います。こうやっ

て役所の人・民間の人、一緒になっ

て何かをつくろうとするのであれ

ば、100％とはいわずとも、大勢の人

が「楽しい」「よかった」と言って

くれるもの、実際に地元に還元でき

るものをつくらなければなりませ

ん。

とても失礼な言い方をするなら、単

なる商店・サービス提供のお店であ

れば、日田市内で大体のものを見つ

けられます。日田市を構成する人

口・世代をある程度満足するだけの

ものはあると感じています。

それを上手に結びつけ、市民や観光

客に“より高いまちの質”として提

供しようとするなら、志を持つ人た

ちがそれぞれの得意分野を持ち寄

り、みんなが同じ思いで一方向を向

かなければならないでしょう。

私たち市民は、もう、役所だけに頼

ってはいけないのでは。そして、役

所の職員の方も、もっともっとまち

に目を向け、パブリックマインドを

持つ人の志を跳ね除ける「前例がな

いから」「法はこうだから」を何と

かして解消して欲しいと感じまし

た。

全てが変わらなくていい、

変わらなくてはならないのは「人」

市民によし、観光客にもよし、とい

う場を作ろうとするのなら、駅前通

りあたり全部一新してください！…

と言いたくなるところですが、それ

こそ官に頼った発言となってしまい

ます。新しくすることが正解ではな

いはず。

日田はまさしく天領。幕府の直轄地

だった時代から文化や暮らし方がう

まく積み重なり、それが魅力です。

それらを否定することは、NG。たと

え収益が見込めたとしても、駅周辺

にブランドの直営店が来たところ

で、「雰囲気がいい」とはならない

のではないでしょうか。

この講座のために、何度も日田へ足

を運んだが、その中でも特に三隈川

は「The日本」。もちろん他にも日田

らしい美しい場所は多くある。その

中にも、手をかけることでもっと明

るくなるものはある。

貸してよし・借りてよし・地域よし

を考え、志や明るさを基本にすれ

ば、仲間や共感が生まれお金が回り

始める。年長者であれば、「あの人

のお叱りなら受けたいと思ってもら

えるか」を考えて欲しい。聞く耳を

持ち、若者の失敗を許す勇気が必

要。失敗は成長のための薬。失敗を

責めるよりも、一緒になって「まち

づくり」という遊びを楽しめるかど

うか、委ねる器量を持っているかを

自らに問うて欲しい。

―誰もが若いとき、何かしらの失敗

をしているはず。それをいつまでも

責め続けられるなら、そこで成長は

止まり、自らを否定するようにな

り、小さな人間になってしまうでし

ょう。そんな大人に、私たち受講者

はなりたくはない。心からそう思い

ます。

できれば、一緒になってまちを楽し

みたいはずです。そして、そこに自

分も身を置きたいはずです。自分が

プレイヤー（まちづくり実践者）に

なればいいし、なれないのならプレ

イヤーを手助けする側に回ればい

い。それが、私たち大人の役割なの

だと痛感しました。

子どもからのヒントを得てもいい。

失敗させてもいい。

子どもは、親や地域の手元で“育て

るもの”と思っていました。しかし

ながら、実はそうではないようで

す。子どもは子どもなりの「まちの

あり方」を考えているかもしれませ

ん。特に自立心の芽生える小中学生

以上ともなれば、自らの置かれてい

る環境に不便や苦痛を感じ始めま

す。彼らの声に耳を傾けることも、

時には必要かもしれません。

フィンランドでは、公園を作るとき

のコンペに小学生チームが参加する

ことがある。もしもその案が優れて

いると認められれば、法やお金の問

題を解決する人材をあてがい、その

案をブラッシュアップし、最終的に

採用される。それはなぜか。公園の

利用者の多くは子どもだから。

つまり、「その場所は誰が使うの

か」から紐解くと、まちのあり方が

くっきりと見えてくることも少なく

ない。もしも遊休不動産があるのな

ら、若い人に任せてみよう。それは

教育だ。地域の経営課題を官民で共

に考えよう。

ちなみに、私が作ったバレーボール

専用の体育館を利用し、岩手県選抜

に選ばれなかった子ども達を対象に

チームを編成。そのチームを導くの

は、優秀なコーチではなく、ともに

考える大人だ。その結果、子ども達

は自ら考える選手になってくれた。

優秀なコーチがつくと、ただ単に

「コーチの言うことを聞く子ども」

になってしまう。こんな子ども達が

これから社会を担うとなると、少々

不安を抱いてしまう。それよりも、

自らの問題に気づき、自らで解決で

きるような子に育って欲しいと思

う。さて、コーチの言う通りに動く

子、自ら考える子、どちらが優秀な

人間になってくれるだろうか。

もしも残すお金があるのならば、

「お金」として残すのではなく、小

さな失敗をさせて「人」を残すほう

がいいのではないだろうか。ここで

言う「人」とは、教育を受け学力を

身につけた、という意味ではなく、

地域を背負うリーダーという意味

だ。社会生活を通じて、このような

人材を生み出すことができ、壁に遭

遇したとき、そのときこそ公民連携

が必要。

―市民みんなのためになるアイディ

アがあれば、それを声に出して言っ

てみるといいのかもしれない、と思

えます。そしてそれに共感し、協力

してくれる人が現れれば形になりそ

う…。まちの賑わいを取り戻すアイ

ディアを持つ人がいれば、こんな私

だって協力してみたいのではない

か、と考えさせられました。

確かに、これからの日田をどうにか

したい、と思っていながら、その

「何か」がないと思い込み、外に流

れ出ているのは若い人たち。その若

い世代がまちのためにこれをした

い、と思っているのなら、声を上げ

て欲しいと思います。

名言が、この日本の先を

指し示している！

人というもの、過去も、現在も、未

来も基本的に変わりはないものだと

思います。自分のためだけに生きる

人、人と仲良くやっていく人、人の

ために自ら損をしてでも先頭を切っ

て歩く人…。

人間には、「取扱説明書」がついて

はきません。でも、先に触れた3つの

パターンのどれかを自ら選ぶことは

できます。

「暗ければ人はついて来ず」

坂本龍馬

「経済なき道徳は戯言、

道徳なき経済は犯罪」

二宮尊徳

「凡人は小欲なり、

聖人は大欲なり」

二宮尊徳

「勝つことばかり知り、

負けることを知らなければ　

害は身に及ぶ」

徳川家康

「やる奴はどの時代でもやる、

やらない奴はやらない」

矢沢永吉

※著名人の名言をまちづくり講話用に活

用しています。

経済や人づくりには様々な名言があ

るが、これらをまとめると

・言うだけではダメ、実行する

・大きく明るい夢を持つ

・小さな失敗を大切にする

ということになるのではないだろう

か。この名言は今でも通用するもの

で、志は道徳となり得、道徳を“実

行”するためには資金が必要だ、と

いう事実は今も昔も変わりない。事

業を始めた瞬間に金の呪縛に取り付

かれたときは、その事業そのものは

正しくないものかもしれない。

中途半端な気持ちで算盤をはじいて

も、その事業には怨念が宿る。パブ

リックマインドを持って事業を興

す、ということはお金の呪縛から解

き放たれることを目指すというこ

と。借金をしても辛くないのなら

ば、そこには同じ志を持つ協力者が

いて応援を得られるとき。そしてそ

の共感がさらに広がり、お金が回り

始める。

―もちろん、自分自身で責任を負う

覚悟がなければなりませんが、得意

分野が異なる人が集まりチームとな

れば「最強」です。そしてその事業

（コンテンツ/店）そのものがまちを

自分たちの楽しめる場所にするもの

であれば、自然と人は集まってきて

くれるでしょうし、お金も落として

くれるはずです。

日田市は、もともと廣瀬淡窓が私塾

を開いたり、廣瀬久兵衛が治水工事

を行ったりと、自らの資産を投じ

る・共感してくれる人からの資金協

力を得るなどして、「私」が「公」

を実行してきた歴史があります。そ

のDNAを発揮するときが来ているよ

うにも感じてしまいました。

「いつやるの？　今でしょ！」とい

うどなたかの決め文句が頭の中を駆

け巡っています。なぜなら…日田市

も、「消滅可能性都市」のひとつだ

からです。今こそ、まちをどう楽し

くするか、そのために何をしなけれ

ばならないのかを大人が経験し、そ

れを若い人に手渡さなければなりま

せん。

これまでの

「ひたReデザインプログラム」で

指し示されたもの

2017年5月、「敷地に価値なし、エ

リアに価値あり（清水義次さん）」

の講演から、この「ひたReデザイン

プログラム」がスタートしました。

何人もの講師から学んだことは、

・今あるものをどう活かすか

・官も民もなく、一緒に解決法を共

に探る

というとてもシンプルなことでし

た。確かに「成功例」ばかりを見聞

きすると、その人だからできたんだ

ろう、とか、資金があったからでき

たんだろう、などと感じてしまう瞬

間もありました。

しかしながら、今、私たちに求めら

れているのは「想像力」なのだと思

っています。その影にある失敗や苦

労に思いを馳せることと、今日田で

活用されるのを待っている物件・公

共空間を思うことは、ニアりーイコ

ールだと感じるのです。

今回の講座やユニットワークから何

が誕生するか、今はまだわかりませ

ん。一方で、3つのユニットが連日深

夜まで議論したことは、たとえ実現

できなくとも、「まちのために何を

どう考えればよいのか」のプロセス

を記憶に刻む作業だったのではない

だろうか、と思います。

日田には素晴らしいものが多くあ

る。そして、個々人で事業を興すガ

ッツある人が多くいる。これは、私

が日田で過ごした2年間に強く感じた

ことです。今回のひたReデザインプ

ログラムでは、市役所の人も「どう

市民をサポートするか」を学んでい

ます。今ここにあるもの・立ち上が

る人・それをサポートする人、これ

ら全てががっちりとうまく出会った

とき、日田市内に「楽しい場所」が

生まれるはずです。

折りしも、駅前のデザインが大きく

変わろうとしています。通勤・通

学、ないしは観光や出張の出入口と

なる駅前が変化すれば、豆田と隈の

中間点にもうひとつのにぎわいが生

まれるはずです。

私たち大人は、今回学んだことを強く

心に刻み、何かできることはないか、

助けを必要としている人がいればその

人に何ができるかと、日頃の暮らしに

目を光らせていなければなりません。

近い将来の日田のために。

 文章／フリーライター　矢野由美

写真／日田市
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ユニットワークと

最終プレゼンテーション

ユニットワークとは？

最終的に何を作り出すのか？

今回、「建物の役割・意味（コンテ

ンツ）」を考える対象となったの

は、日田駅周辺にある遊休不動産と

公共空間

◆市道駅前通りにある酒屋跡　

　ユニットマスター　桑原宏治

◆旧若竹旅館

　ユニットマスター　宮崎晃吉

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　ユニットマスター　青木純

です。

まさしく駅前周辺にどう賑わいを作

るのか、という“お題”にふさわし

い物件ばかり。

これら３ユニットは、折々に組み込

まれたレクチャーの時間以外、ほと

んどユニットワーク（議論）をして

いました。まちあるきで物件やその

周辺にある店舗を確認したり、オー

ナーに会って思いを聞き出したり、

朝・昼・晩と物件周辺にどれくらい

の人が歩いているのかを観察したり

…。

その上で、まちの人や観光客が喜ん

でくれそうな物件の使い方と、それ

を実現するために何が必要か、いく

ら位のランニングコストが必要かを

試算したり、その事業を実現する人

を探したりと、最終日に行われるプ

レゼンテーションに向けて取り組み

ました。

3日間のうち、数回、ユニットマスタ

ーへのショートプレゼンが行われま

したが、とても手厳しいコメントば

かり。「いくつかのコンテンツを組

み合わせるというが、その関係性が

明確でない」「それで人件費は稼げ

るの？」「せっかく尖ったコンテン

ツだと思っているのなら、デフレ志

向で低価格の競争をしてはだめ」…

それでもユニットのメンバーはめげ

ません。

ユニットワークは連日深夜まで及

び、夜中に大きく方向転換したユニ

ットも。最終日には概ねの事業計画

まで作成します。

ユニットワークは

こうして行われた！

まず行われたことは、各ユニット内

のメンバーそれぞれの自己紹介。さ

すがにここでは皆さん固い！　そし

て、少しの雑談の後、物件の下見に

出かけました。そして戻ってきてか

ら得た情報をホワイトボードに書き

出します。

・築何年/何階建て/何室あるか

・周囲にはどのようなお店や施設が

あるか

・これまでどのように使われてきた

のか

・オーナーさんの思い

・その物件のそばに何が不足してい

ると思うか

これらの情報を元に、「何にすれば

人が集まるか/市民が喜ぶものを作れ

るかなど」を各自思い思いに伝え合

います。どのユニットにおいても初

回聞かれたのは

・駅前通り近辺は、豆田町と隈町を

つなぐ「通り」

・サンリブ撤退後、ドラックストア

が来ることでどのような変化が起

こるかわかりづらい

などです。確かにドラックストアが

できるという不確定要素はあるもの

の、市民が欲しいものは市民が“発

掘する”ことが重要。ユニットマス

ターのアドバイスを得ながら、各ユ

ニットとも、その物件への理解を深

め続けます。

当初の各ユニットの抱いたイメージ

は、次の通りです。

◆市道駅前通りの酒屋跡

　駅前なのに広い歩道がある。待ち

合わせやちょっと呑み、ないしは

締めに利用できる飲食店にできな

いか。

◆旧若竹旅館

　もともと旅館だけに部屋数の多い

物件。周囲の小売店と連携して飲

食物などの提供をしながら、近所

の若い世代や子育て世代が気軽に

歓談に立ち寄れる場所にできない

か。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　小京都日田にふさわしい玄関口に

するため、着物の着付けやメイク

ができる施設にできないか。着物

を着た人がまちに増えれば、SNSな

どで情報発信してもらえるかも。

一晩で「目指すもの」が変わった

ユニットも！

先にも触れたとおり、ユニットワー

クとレクチャーが交互に行われまし

た。そして夜は懇親会やユニットで

の二次会も行われました。そこで打

ち解け、ユニットマスターからもさ

らに深い話をきいたメンバーの中

で、それぞれ思いの変化が起きたよ

うです。

中には、一晩で目指すものが一気に

変わってしまったユニットも現れま

した。

改めてまちの成り立ちやその物件の

“生い立ち”、その近辺にどのよう

な人たちが住んでいるのか、昼と夜

の変化など、今まで目にはしていて

も意識しなかったことを再認識し驚

いているメンバーも少なくありませ

んでした。

ユニットワークの光景を見ていて気

づいたのは、「市民と市役所職員が

フラットに語り合えるのだ」という

事実。時に“敵対関係”ともなり得

ることもあるこの官と民とが、これ

からのまちについて同じ机を囲んで

意見を出し合う。障壁となり得る行

政手続きの問題については官側から

説明をしてもらえる。このような関

係が今後も市民の目に付く場所で続

くように祈るばかりです。

では、いよいよ不動産オーナーと会

場に集まった方々に向けて最終プレ

ゼンテーションです！　駅周辺の3つ

の場所がどのように事業化されるの

か…。実施はまだ先でも、今から楽

しみでなりません。

3つのユニットからの

事業提案プレゼンテーション

◆市道駅前通りの酒屋跡

テーマ「0次会で気軽に立ち寄り、2

番人気のメニューを屋台で食べて、1

番人気のメニューを食べに店に行く

“HITA FOOD ENTRANCE021”」

歩道に屋台20基、座席数は60～80

席、営業時間は16時～19時。

屋台で「2番人気のメニューを出して

くれるお店」を募ることで、出店者

にはお客さんの獲得を、来店者には

新しいお店の発見を促します。しか

しながら、物件そのものはオフィス

に。お店の確保や行政・地元自治

会・商店街との調整を担い、備品リ

ースや屋台の倉庫としても使用。

ユニットメンバーの市職員が、道路

占用や消防など法に関することへの

対応を行います。民間側から「やり

ます！」と即答してくれたのは、市

内でカフェを経営するオーナーで

す。実はユニットメンバー内で自ら

事業を興す「プレイヤー」を発掘で

きなかったものの、最終プレゼンテ

ーション前夜、ユニットメンバーの

ひとりからの声かけで見つかった方

です。

屋台の月額賃料は、ガスなどのラン

ニングコストを除き1か月3万円。準

備にかかるイニシャルコストは547

万円（屋台・発電機・チラシ・鉄板

など）。これらを36か月で回収する

となると、屋台20台×8,000円は必

要と計算しました。もちろん事務所

を運営する費用も必要です。これら

を屋台への出店者にも負担してもら

うと、3万円となります。当初は事業

に必要な区画数を設け、その後増や

して行きたいという目論見です。

駅前に小さな屋台村ができると楽し

いだろうなぁ…。

◆旧若竹旅館

テーマ「日田の部室 WAKATAKE 

“部室で行われる活動は、趣味以

上・仕事未満“」

かつて、日田に訪れるビジネスマン

を家族のように受け入れてきた若竹

旅館。結婚式などのイベントごとが

行われることもありました。まさし

く“人の縁をつなぐ場所”。再開発

が進む中、迷路のような面白い建物

が残っているのも奇跡的、周囲には

マンションも多く、これらの人たち

に開かれた場にしたいと考えまし

た。

ユニットメンバーの一人にボードゲ

ームが趣味な方がいました。その方

の発言では、道具をしまっておく場

所も、本気で遊べる場所もなかなか

ないと。そこで、「大人の部活」を

テーマにしたのです。2階は12もの

個室があります。そこを大人の部活

部屋にし、1階の広間を部員や地域住

民が交流するためのカフェにしよう

という考えです。

このユニットでは、ユニットメンバ

ー（民間の方４名）で代表取締役と

取締役まで決めてしまいました。会

社名は「HITALIVE」。市職員（4名）

は部室の部長としてこの事業に参画

し、そのうち１名は一部屋借りる契

約になってました。

不動産オーナーからHITALIVEが1棟丸

ごと借り入れ、部室として1部屋1か

月3万円で貸し出し、カフェの売り上

げ高を1か月75万円に設定し、月10

万円以上の利益をだす事業計画。

大人が全力で遊ぶ姿を子どもに見せ

られたら…。福岡ほど洗練されては

いないけれど、楽しい場所はここに

もあるよ、と教えてあげられること

間違いなし。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

テーマ「ななつ星in日田＋ひなた

“特別な旅とちいさなチャレンジシ

ョップ”」

日田の玄関であるJR日田駅。JRを利

用した旅人が降り立ったとき、そこ

に特別な旅があったら…。市民が

代々受け継いできた着物を頂く・借

りるなどし着物レンタル、着付とメ

イクをセットにし、日田にある歴史

的建物や技術を体験できるプチ旅行

を7人のコンシェルジュがサポートす

るといいます。スローガンは「あな

た だ け の ・ 特 別 な 旅 」 。 1 組 7 万

7,700円で宿泊できる特別なプランの

中に着付・メイクを含み、他に7つの

特典をプランニングします。もちろ

ん、その宿から「ななつ星」を見る

ことも可能。

それに先駆け、駅前広場を管理する

会社を作り、公民連携パートナーシ

ップを結び、小さなビジネスを興せ

る「巣箱（日田杉で作った箱型屋

台）」でビジネスの芽を育てようと

目論見ます。1か月3万円で巣箱をレ

ンタル、1Dayチャレンジや常設の日

田物産・ジビエ料理などを取り扱う

店舗へ貸し出します。もしも“独

立”したくなったら、市内の空き店

舗へと誘導する予定なのだそう。

プチ旅計画で想定される川床設営や

集団顔見世のときの店舗設営に関し

ては、ユニットメンバーの市役所職

員がサポート。

事業は、先ず、株式会社HINATAがJR

九州の駅２階部分を賃貸で借り上げ

ます。駅前広場は、公共空間占用料

として日田市役所へ支払います。事

業そのものは、巣箱を活用した賃貸

事業と特別な旅を商品化した宿泊事

業に分け展開しますが、初期投資に

3,000万円必要。ですが、5年で費用

回収できる事業計画としています。

私も駅から程近いところに住んでい

ますが、なかなか駅前まで足を運ぶ

ことがありません。さすがに市民の

方が宿泊することはないでしょう

が、「巣箱」で取り扱われる市内の

物産には興味があります！

「暗ければ人はついて来ず」

ひたReデザインプログラム

コーディネーター

CRA合同会社

代表社員　岡崎正信

思い起こせば、このプログラムの実

質初回である「ひたReデザイン講

座・公も民も変わらなければならな

い（9月20日）」から、受講者はそれ

ぞれに思い浮かべる“公のための起

業/事業”を温めてきたはずです。

特に、官と民のユニットワークに参

加した方たちは、これまでに見聞き

した事例から、「この物件でみんな

のためになる“何か”」を連日深夜

に渡るまで議論してきました。

そして、それをそれぞれのオーナー

にプレゼンテーションするところま

で練り上げた訳ですが、そこで終わ

りではありません。それを現実のも

のにするところまでが本来この講座

の目指すところです。

さて、3日間にわたるプログラムの最

終レクチャーです。コーディネータ

ーの岡崎さんのお話、この3日を越え

てきた私たちに何を残してくださる

のでしょう。

真剣にやれよ、仕事じゃねえんだぞ

さて、私たち受講者は、地域を活性

化させてきたリーダーたちの話をい

くつも聞いてきました。多くのこと

をインプットすることができまし

た。さて、これをいかにアウトプッ

トできるか。これを最後に問われた

のが、岡崎さんの最後のレクチャー

でした。

仕事は、基本的に頼まれごと。自分

のまちのこと、自分が他の人のため

に役立てると気づいたことがあれば

真剣にやろう。これ、つまり、タモ

リ氏の名言「真剣にやれよ、仕事じ

ゃねえんだぞ」。これは、我が社の

社訓でもある。

日田市役所の皆さんにも言いたい。

公民連携と簡単に言ってもらいたく

はない。必要があれば、市役所を辞

めてまちに出て欲しいとすら思って

いる。補助金という名のお金をどん

どん使うところにいい人は少ない、

ろくなまちではないといってもい

い。

国からの補助金をどんどん投入し、

大きな建物を作る。それにより地価

が上がり固定資産税が支払えなくな

ったり、テナントとして入った店が

立ち行かなくなった人を何人も見

た。中途半端な公共事業は人と地域

を衰退させる。優先順位は、民の中

を巡る“自由なお金”だ。言い換え

れば「公共事業は究極の自己満足」

といってもいい位だ。

今回のユニットワークに参加した市

民のみなさん、役所の人を見直した

場面がありませんでしたか。面白い

意見を持っている人、問題の解決法

を提案してくれた人もいたはず。

一方事業を興すにしても、自分の生

活が成り立てばいい、自分が儲かれ

ばいいとこれまで考えていたかもし

れない。しかし、その事業は自己満

足だけになってはいないかと自らに

問うて欲しい。もしその問いに「自

分がその事業の客になりたくはな

い」と思うのであれば、人もまた満

足できない。

―もっともだと思います。こうやっ

て役所の人・民間の人、一緒になっ

て何かをつくろうとするのであれ

ば、100％とはいわずとも、大勢の人

が「楽しい」「よかった」と言って

くれるもの、実際に地元に還元でき

るものをつくらなければなりませ

ん。

とても失礼な言い方をするなら、単

なる商店・サービス提供のお店であ

れば、日田市内で大体のものを見つ

けられます。日田市を構成する人

口・世代をある程度満足するだけの

ものはあると感じています。

それを上手に結びつけ、市民や観光

客に“より高いまちの質”として提

供しようとするなら、志を持つ人た

ちがそれぞれの得意分野を持ち寄

り、みんなが同じ思いで一方向を向

かなければならないでしょう。

私たち市民は、もう、役所だけに頼

ってはいけないのでは。そして、役

所の職員の方も、もっともっとまち

に目を向け、パブリックマインドを

持つ人の志を跳ね除ける「前例がな

いから」「法はこうだから」を何と

かして解消して欲しいと感じまし

た。

全てが変わらなくていい、

変わらなくてはならないのは「人」

市民によし、観光客にもよし、とい

う場を作ろうとするのなら、駅前通

りあたり全部一新してください！…

と言いたくなるところですが、それ

こそ官に頼った発言となってしまい

ます。新しくすることが正解ではな

いはず。

日田はまさしく天領。幕府の直轄地

だった時代から文化や暮らし方がう

まく積み重なり、それが魅力です。

それらを否定することは、NG。たと

え収益が見込めたとしても、駅周辺

にブランドの直営店が来たところ

で、「雰囲気がいい」とはならない

のではないでしょうか。

この講座のために、何度も日田へ足

を運んだが、その中でも特に三隈川

は「The日本」。もちろん他にも日田

らしい美しい場所は多くある。その

中にも、手をかけることでもっと明

るくなるものはある。

貸してよし・借りてよし・地域よし

を考え、志や明るさを基本にすれ

ば、仲間や共感が生まれお金が回り

始める。年長者であれば、「あの人

のお叱りなら受けたいと思ってもら

えるか」を考えて欲しい。聞く耳を

持ち、若者の失敗を許す勇気が必

要。失敗は成長のための薬。失敗を

責めるよりも、一緒になって「まち

づくり」という遊びを楽しめるかど

うか、委ねる器量を持っているかを

自らに問うて欲しい。

―誰もが若いとき、何かしらの失敗

をしているはず。それをいつまでも

責め続けられるなら、そこで成長は

止まり、自らを否定するようにな

り、小さな人間になってしまうでし

ょう。そんな大人に、私たち受講者

はなりたくはない。心からそう思い

ます。

できれば、一緒になってまちを楽し

みたいはずです。そして、そこに自

分も身を置きたいはずです。自分が

プレイヤー（まちづくり実践者）に

なればいいし、なれないのならプレ

イヤーを手助けする側に回ればい

い。それが、私たち大人の役割なの

だと痛感しました。

子どもからのヒントを得てもいい。

失敗させてもいい。

子どもは、親や地域の手元で“育て

るもの”と思っていました。しかし

ながら、実はそうではないようで

す。子どもは子どもなりの「まちの

あり方」を考えているかもしれませ

ん。特に自立心の芽生える小中学生

以上ともなれば、自らの置かれてい

る環境に不便や苦痛を感じ始めま

す。彼らの声に耳を傾けることも、

時には必要かもしれません。

フィンランドでは、公園を作るとき

のコンペに小学生チームが参加する

ことがある。もしもその案が優れて

いると認められれば、法やお金の問

題を解決する人材をあてがい、その

案をブラッシュアップし、最終的に

採用される。それはなぜか。公園の

利用者の多くは子どもだから。

つまり、「その場所は誰が使うの

か」から紐解くと、まちのあり方が

くっきりと見えてくることも少なく

ない。もしも遊休不動産があるのな

ら、若い人に任せてみよう。それは

教育だ。地域の経営課題を官民で共

に考えよう。

ちなみに、私が作ったバレーボール

専用の体育館を利用し、岩手県選抜

に選ばれなかった子ども達を対象に

チームを編成。そのチームを導くの

は、優秀なコーチではなく、ともに

考える大人だ。その結果、子ども達

は自ら考える選手になってくれた。

優秀なコーチがつくと、ただ単に

「コーチの言うことを聞く子ども」

になってしまう。こんな子ども達が

これから社会を担うとなると、少々

不安を抱いてしまう。それよりも、

自らの問題に気づき、自らで解決で

きるような子に育って欲しいと思

う。さて、コーチの言う通りに動く

子、自ら考える子、どちらが優秀な

人間になってくれるだろうか。

もしも残すお金があるのならば、

「お金」として残すのではなく、小

さな失敗をさせて「人」を残すほう

がいいのではないだろうか。ここで

言う「人」とは、教育を受け学力を

身につけた、という意味ではなく、

地域を背負うリーダーという意味

だ。社会生活を通じて、このような

人材を生み出すことができ、壁に遭

遇したとき、そのときこそ公民連携

が必要。

―市民みんなのためになるアイディ

アがあれば、それを声に出して言っ

てみるといいのかもしれない、と思

えます。そしてそれに共感し、協力

してくれる人が現れれば形になりそ

う…。まちの賑わいを取り戻すアイ

ディアを持つ人がいれば、こんな私

だって協力してみたいのではない

か、と考えさせられました。

確かに、これからの日田をどうにか

したい、と思っていながら、その

「何か」がないと思い込み、外に流

れ出ているのは若い人たち。その若

い世代がまちのためにこれをした

い、と思っているのなら、声を上げ

て欲しいと思います。

名言が、この日本の先を

指し示している！

人というもの、過去も、現在も、未

来も基本的に変わりはないものだと

思います。自分のためだけに生きる

人、人と仲良くやっていく人、人の

ために自ら損をしてでも先頭を切っ

て歩く人…。

人間には、「取扱説明書」がついて

はきません。でも、先に触れた3つの

パターンのどれかを自ら選ぶことは

できます。

「暗ければ人はついて来ず」

坂本龍馬

「経済なき道徳は戯言、

道徳なき経済は犯罪」

二宮尊徳

「凡人は小欲なり、

聖人は大欲なり」

二宮尊徳

「勝つことばかり知り、

負けることを知らなければ　

害は身に及ぶ」

徳川家康

「やる奴はどの時代でもやる、

やらない奴はやらない」

矢沢永吉

※著名人の名言をまちづくり講話用に活

用しています。

経済や人づくりには様々な名言があ

るが、これらをまとめると

・言うだけではダメ、実行する

・大きく明るい夢を持つ

・小さな失敗を大切にする

ということになるのではないだろう

か。この名言は今でも通用するもの

で、志は道徳となり得、道徳を“実

行”するためには資金が必要だ、と

いう事実は今も昔も変わりない。事

業を始めた瞬間に金の呪縛に取り付

かれたときは、その事業そのものは

正しくないものかもしれない。

中途半端な気持ちで算盤をはじいて

も、その事業には怨念が宿る。パブ

リックマインドを持って事業を興

す、ということはお金の呪縛から解

き放たれることを目指すというこ

と。借金をしても辛くないのなら

ば、そこには同じ志を持つ協力者が

いて応援を得られるとき。そしてそ

の共感がさらに広がり、お金が回り

始める。

―もちろん、自分自身で責任を負う

覚悟がなければなりませんが、得意

分野が異なる人が集まりチームとな

れば「最強」です。そしてその事業

（コンテンツ/店）そのものがまちを

自分たちの楽しめる場所にするもの

であれば、自然と人は集まってきて

くれるでしょうし、お金も落として

くれるはずです。

日田市は、もともと廣瀬淡窓が私塾

を開いたり、廣瀬久兵衛が治水工事

を行ったりと、自らの資産を投じ

る・共感してくれる人からの資金協

力を得るなどして、「私」が「公」

を実行してきた歴史があります。そ

のDNAを発揮するときが来ているよ

うにも感じてしまいました。

「いつやるの？　今でしょ！」とい

うどなたかの決め文句が頭の中を駆

け巡っています。なぜなら…日田市

も、「消滅可能性都市」のひとつだ

からです。今こそ、まちをどう楽し

くするか、そのために何をしなけれ

ばならないのかを大人が経験し、そ

れを若い人に手渡さなければなりま

せん。

これまでの

「ひたReデザインプログラム」で

指し示されたもの

2017年5月、「敷地に価値なし、エ

リアに価値あり（清水義次さん）」

の講演から、この「ひたReデザイン

プログラム」がスタートしました。

何人もの講師から学んだことは、

・今あるものをどう活かすか

・官も民もなく、一緒に解決法を共

に探る

というとてもシンプルなことでし

た。確かに「成功例」ばかりを見聞

きすると、その人だからできたんだ

ろう、とか、資金があったからでき

たんだろう、などと感じてしまう瞬

間もありました。

しかしながら、今、私たちに求めら

れているのは「想像力」なのだと思

っています。その影にある失敗や苦

労に思いを馳せることと、今日田で

活用されるのを待っている物件・公

共空間を思うことは、ニアりーイコ

ールだと感じるのです。

今回の講座やユニットワークから何

が誕生するか、今はまだわかりませ

ん。一方で、3つのユニットが連日深

夜まで議論したことは、たとえ実現

できなくとも、「まちのために何を

どう考えればよいのか」のプロセス

を記憶に刻む作業だったのではない

だろうか、と思います。

日田には素晴らしいものが多くあ

る。そして、個々人で事業を興すガ

ッツある人が多くいる。これは、私

が日田で過ごした2年間に強く感じた

ことです。今回のひたReデザインプ

ログラムでは、市役所の人も「どう

市民をサポートするか」を学んでい

ます。今ここにあるもの・立ち上が

る人・それをサポートする人、これ

ら全てががっちりとうまく出会った

とき、日田市内に「楽しい場所」が

生まれるはずです。

折りしも、駅前のデザインが大きく

変わろうとしています。通勤・通

学、ないしは観光や出張の出入口と

なる駅前が変化すれば、豆田と隈の

中間点にもうひとつのにぎわいが生

まれるはずです。

私たち大人は、今回学んだことを強く

心に刻み、何かできることはないか、

助けを必要としている人がいればその

人に何ができるかと、日頃の暮らしに

目を光らせていなければなりません。

近い将来の日田のために。

 文章／フリーライター　矢野由美

写真／日田市
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ユニットワークと

最終プレゼンテーション

ユニットワークとは？

最終的に何を作り出すのか？

今回、「建物の役割・意味（コンテ

ンツ）」を考える対象となったの

は、日田駅周辺にある遊休不動産と

公共空間

◆市道駅前通りにある酒屋跡　

　ユニットマスター　桑原宏治

◆旧若竹旅館

　ユニットマスター　宮崎晃吉

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　ユニットマスター　青木純

です。

まさしく駅前周辺にどう賑わいを作

るのか、という“お題”にふさわし

い物件ばかり。

これら３ユニットは、折々に組み込

まれたレクチャーの時間以外、ほと

んどユニットワーク（議論）をして

いました。まちあるきで物件やその

周辺にある店舗を確認したり、オー

ナーに会って思いを聞き出したり、

朝・昼・晩と物件周辺にどれくらい

の人が歩いているのかを観察したり

…。

その上で、まちの人や観光客が喜ん

でくれそうな物件の使い方と、それ

を実現するために何が必要か、いく

ら位のランニングコストが必要かを

試算したり、その事業を実現する人

を探したりと、最終日に行われるプ

レゼンテーションに向けて取り組み

ました。

3日間のうち、数回、ユニットマスタ

ーへのショートプレゼンが行われま

したが、とても手厳しいコメントば

かり。「いくつかのコンテンツを組

み合わせるというが、その関係性が

明確でない」「それで人件費は稼げ

るの？」「せっかく尖ったコンテン

ツだと思っているのなら、デフレ志

向で低価格の競争をしてはだめ」…

それでもユニットのメンバーはめげ

ません。

ユニットワークは連日深夜まで及

び、夜中に大きく方向転換したユニ

ットも。最終日には概ねの事業計画

まで作成します。

ユニットワークは

こうして行われた！

まず行われたことは、各ユニット内

のメンバーそれぞれの自己紹介。さ

すがにここでは皆さん固い！　そし

て、少しの雑談の後、物件の下見に

出かけました。そして戻ってきてか

ら得た情報をホワイトボードに書き

出します。

・築何年/何階建て/何室あるか

・周囲にはどのようなお店や施設が

あるか

・これまでどのように使われてきた

のか

・オーナーさんの思い

・その物件のそばに何が不足してい

ると思うか

これらの情報を元に、「何にすれば

人が集まるか/市民が喜ぶものを作れ

るかなど」を各自思い思いに伝え合

います。どのユニットにおいても初

回聞かれたのは

・駅前通り近辺は、豆田町と隈町を

つなぐ「通り」

・サンリブ撤退後、ドラックストア

が来ることでどのような変化が起

こるかわかりづらい

などです。確かにドラックストアが

できるという不確定要素はあるもの

の、市民が欲しいものは市民が“発

掘する”ことが重要。ユニットマス

ターのアドバイスを得ながら、各ユ

ニットとも、その物件への理解を深

め続けます。

当初の各ユニットの抱いたイメージ

は、次の通りです。

◆市道駅前通りの酒屋跡

　駅前なのに広い歩道がある。待ち

合わせやちょっと呑み、ないしは

締めに利用できる飲食店にできな

いか。

◆旧若竹旅館

　もともと旅館だけに部屋数の多い

物件。周囲の小売店と連携して飲

食物などの提供をしながら、近所

の若い世代や子育て世代が気軽に

歓談に立ち寄れる場所にできない

か。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

　小京都日田にふさわしい玄関口に

するため、着物の着付けやメイク

ができる施設にできないか。着物

を着た人がまちに増えれば、SNSな

どで情報発信してもらえるかも。

一晩で「目指すもの」が変わった

ユニットも！

先にも触れたとおり、ユニットワー

クとレクチャーが交互に行われまし

た。そして夜は懇親会やユニットで

の二次会も行われました。そこで打

ち解け、ユニットマスターからもさ

らに深い話をきいたメンバーの中

で、それぞれ思いの変化が起きたよ

うです。

中には、一晩で目指すものが一気に

変わってしまったユニットも現れま

した。

改めてまちの成り立ちやその物件の

“生い立ち”、その近辺にどのよう

な人たちが住んでいるのか、昼と夜

の変化など、今まで目にはしていて

も意識しなかったことを再認識し驚

いているメンバーも少なくありませ

んでした。

ユニットワークの光景を見ていて気

づいたのは、「市民と市役所職員が

フラットに語り合えるのだ」という

事実。時に“敵対関係”ともなり得

ることもあるこの官と民とが、これ

からのまちについて同じ机を囲んで

意見を出し合う。障壁となり得る行

政手続きの問題については官側から

説明をしてもらえる。このような関

係が今後も市民の目に付く場所で続

くように祈るばかりです。

では、いよいよ不動産オーナーと会

場に集まった方々に向けて最終プレ

ゼンテーションです！　駅周辺の3つ

の場所がどのように事業化されるの

か…。実施はまだ先でも、今から楽

しみでなりません。

3つのユニットからの

事業提案プレゼンテーション

◆市道駅前通りの酒屋跡

テーマ「0次会で気軽に立ち寄り、2

番人気のメニューを屋台で食べて、1

番人気のメニューを食べに店に行く

“HITA FOOD ENTRANCE021”」

歩道に屋台20基、座席数は60～80

席、営業時間は16時～19時。

屋台で「2番人気のメニューを出して

くれるお店」を募ることで、出店者

にはお客さんの獲得を、来店者には

新しいお店の発見を促します。しか

しながら、物件そのものはオフィス

に。お店の確保や行政・地元自治

会・商店街との調整を担い、備品リ

ースや屋台の倉庫としても使用。

ユニットメンバーの市職員が、道路

占用や消防など法に関することへの

対応を行います。民間側から「やり

ます！」と即答してくれたのは、市

内でカフェを経営するオーナーで

す。実はユニットメンバー内で自ら

事業を興す「プレイヤー」を発掘で

きなかったものの、最終プレゼンテ

ーション前夜、ユニットメンバーの

ひとりからの声かけで見つかった方

です。

屋台の月額賃料は、ガスなどのラン

ニングコストを除き1か月3万円。準

備にかかるイニシャルコストは547

万円（屋台・発電機・チラシ・鉄板

など）。これらを36か月で回収する

となると、屋台20台×8,000円は必

要と計算しました。もちろん事務所

を運営する費用も必要です。これら

を屋台への出店者にも負担してもら

うと、3万円となります。当初は事業

に必要な区画数を設け、その後増や

して行きたいという目論見です。

駅前に小さな屋台村ができると楽し

いだろうなぁ…。

◆旧若竹旅館

テーマ「日田の部室 WAKATAKE 

“部室で行われる活動は、趣味以

上・仕事未満“」

かつて、日田に訪れるビジネスマン

を家族のように受け入れてきた若竹

旅館。結婚式などのイベントごとが

行われることもありました。まさし

く“人の縁をつなぐ場所”。再開発

が進む中、迷路のような面白い建物

が残っているのも奇跡的、周囲には

マンションも多く、これらの人たち

に開かれた場にしたいと考えまし

た。

ユニットメンバーの一人にボードゲ

ームが趣味な方がいました。その方

の発言では、道具をしまっておく場

所も、本気で遊べる場所もなかなか

ないと。そこで、「大人の部活」を

テーマにしたのです。2階は12もの

個室があります。そこを大人の部活

部屋にし、1階の広間を部員や地域住

民が交流するためのカフェにしよう

という考えです。

このユニットでは、ユニットメンバ

ー（民間の方４名）で代表取締役と

取締役まで決めてしまいました。会

社名は「HITALIVE」。市職員（4名）

は部室の部長としてこの事業に参画

し、そのうち１名は一部屋借りる契

約になってました。

不動産オーナーからHITALIVEが1棟丸

ごと借り入れ、部室として1部屋1か

月3万円で貸し出し、カフェの売り上

げ高を1か月75万円に設定し、月10

万円以上の利益をだす事業計画。

大人が全力で遊ぶ姿を子どもに見せ

られたら…。福岡ほど洗練されては

いないけれど、楽しい場所はここに

もあるよ、と教えてあげられること

間違いなし。

◆駅前広場とJR日田駅2階部分

テーマ「ななつ星in日田＋ひなた

“特別な旅とちいさなチャレンジシ

ョップ”」

日田の玄関であるJR日田駅。JRを利

用した旅人が降り立ったとき、そこ

に特別な旅があったら…。市民が

代々受け継いできた着物を頂く・借

りるなどし着物レンタル、着付とメ

イクをセットにし、日田にある歴史

的建物や技術を体験できるプチ旅行

を7人のコンシェルジュがサポートす

るといいます。スローガンは「あな

た だ け の ・ 特 別 な 旅 」 。 1 組 7 万

7,700円で宿泊できる特別なプランの

中に着付・メイクを含み、他に7つの

特典をプランニングします。もちろ

ん、その宿から「ななつ星」を見る

ことも可能。

それに先駆け、駅前広場を管理する

会社を作り、公民連携パートナーシ

ップを結び、小さなビジネスを興せ

る「巣箱（日田杉で作った箱型屋

台）」でビジネスの芽を育てようと

目論見ます。1か月3万円で巣箱をレ

ンタル、1Dayチャレンジや常設の日

田物産・ジビエ料理などを取り扱う

店舗へ貸し出します。もしも“独

立”したくなったら、市内の空き店

舗へと誘導する予定なのだそう。

プチ旅計画で想定される川床設営や

集団顔見世のときの店舗設営に関し

ては、ユニットメンバーの市役所職

員がサポート。

事業は、先ず、株式会社HINATAがJR

九州の駅２階部分を賃貸で借り上げ

ます。駅前広場は、公共空間占用料

として日田市役所へ支払います。事

業そのものは、巣箱を活用した賃貸

事業と特別な旅を商品化した宿泊事

業に分け展開しますが、初期投資に

3,000万円必要。ですが、5年で費用

回収できる事業計画としています。

私も駅から程近いところに住んでい

ますが、なかなか駅前まで足を運ぶ

ことがありません。さすがに市民の

方が宿泊することはないでしょう

が、「巣箱」で取り扱われる市内の

物産には興味があります！

「暗ければ人はついて来ず」

ひたReデザインプログラム

コーディネーター

CRA合同会社

代表社員　岡崎正信

思い起こせば、このプログラムの実

質初回である「ひたReデザイン講

座・公も民も変わらなければならな

い（9月20日）」から、受講者はそれ

ぞれに思い浮かべる“公のための起

業/事業”を温めてきたはずです。

特に、官と民のユニットワークに参

加した方たちは、これまでに見聞き

した事例から、「この物件でみんな

のためになる“何か”」を連日深夜

に渡るまで議論してきました。

そして、それをそれぞれのオーナー

にプレゼンテーションするところま

で練り上げた訳ですが、そこで終わ

りではありません。それを現実のも

のにするところまでが本来この講座

の目指すところです。

さて、3日間にわたるプログラムの最

終レクチャーです。コーディネータ

ーの岡崎さんのお話、この3日を越え

てきた私たちに何を残してくださる

のでしょう。

真剣にやれよ、仕事じゃねえんだぞ

さて、私たち受講者は、地域を活性

化させてきたリーダーたちの話をい

くつも聞いてきました。多くのこと

をインプットすることができまし

た。さて、これをいかにアウトプッ

トできるか。これを最後に問われた

のが、岡崎さんの最後のレクチャー

でした。

仕事は、基本的に頼まれごと。自分

のまちのこと、自分が他の人のため

に役立てると気づいたことがあれば

真剣にやろう。これ、つまり、タモ

リ氏の名言「真剣にやれよ、仕事じ

ゃねえんだぞ」。これは、我が社の

社訓でもある。

日田市役所の皆さんにも言いたい。

公民連携と簡単に言ってもらいたく

はない。必要があれば、市役所を辞

めてまちに出て欲しいとすら思って

いる。補助金という名のお金をどん

どん使うところにいい人は少ない、

ろくなまちではないといってもい

い。

国からの補助金をどんどん投入し、

大きな建物を作る。それにより地価

が上がり固定資産税が支払えなくな

ったり、テナントとして入った店が

立ち行かなくなった人を何人も見

た。中途半端な公共事業は人と地域

を衰退させる。優先順位は、民の中

を巡る“自由なお金”だ。言い換え

れば「公共事業は究極の自己満足」

といってもいい位だ。

今回のユニットワークに参加した市

民のみなさん、役所の人を見直した

場面がありませんでしたか。面白い

意見を持っている人、問題の解決法

を提案してくれた人もいたはず。

一方事業を興すにしても、自分の生

活が成り立てばいい、自分が儲かれ

ばいいとこれまで考えていたかもし

れない。しかし、その事業は自己満

足だけになってはいないかと自らに

問うて欲しい。もしその問いに「自

分がその事業の客になりたくはな

い」と思うのであれば、人もまた満

足できない。

―もっともだと思います。こうやっ

て役所の人・民間の人、一緒になっ

て何かをつくろうとするのであれ

ば、100％とはいわずとも、大勢の人

が「楽しい」「よかった」と言って

くれるもの、実際に地元に還元でき

るものをつくらなければなりませ

ん。

とても失礼な言い方をするなら、単

なる商店・サービス提供のお店であ

れば、日田市内で大体のものを見つ

けられます。日田市を構成する人

口・世代をある程度満足するだけの

ものはあると感じています。

それを上手に結びつけ、市民や観光

客に“より高いまちの質”として提

供しようとするなら、志を持つ人た

ちがそれぞれの得意分野を持ち寄

り、みんなが同じ思いで一方向を向

かなければならないでしょう。

私たち市民は、もう、役所だけに頼

ってはいけないのでは。そして、役

所の職員の方も、もっともっとまち

に目を向け、パブリックマインドを

持つ人の志を跳ね除ける「前例がな

いから」「法はこうだから」を何と

かして解消して欲しいと感じまし

た。

全てが変わらなくていい、

変わらなくてはならないのは「人」

市民によし、観光客にもよし、とい

う場を作ろうとするのなら、駅前通

りあたり全部一新してください！…

と言いたくなるところですが、それ

こそ官に頼った発言となってしまい

ます。新しくすることが正解ではな

いはず。

日田はまさしく天領。幕府の直轄地

だった時代から文化や暮らし方がう

まく積み重なり、それが魅力です。

それらを否定することは、NG。たと

え収益が見込めたとしても、駅周辺

にブランドの直営店が来たところ

で、「雰囲気がいい」とはならない

のではないでしょうか。

この講座のために、何度も日田へ足

を運んだが、その中でも特に三隈川

は「The日本」。もちろん他にも日田

らしい美しい場所は多くある。その

中にも、手をかけることでもっと明

るくなるものはある。

貸してよし・借りてよし・地域よし

を考え、志や明るさを基本にすれ

ば、仲間や共感が生まれお金が回り

始める。年長者であれば、「あの人

のお叱りなら受けたいと思ってもら

えるか」を考えて欲しい。聞く耳を

持ち、若者の失敗を許す勇気が必

要。失敗は成長のための薬。失敗を

責めるよりも、一緒になって「まち

づくり」という遊びを楽しめるかど

うか、委ねる器量を持っているかを

自らに問うて欲しい。

―誰もが若いとき、何かしらの失敗

をしているはず。それをいつまでも

責め続けられるなら、そこで成長は

止まり、自らを否定するようにな

り、小さな人間になってしまうでし

ょう。そんな大人に、私たち受講者

はなりたくはない。心からそう思い

ます。

できれば、一緒になってまちを楽し

みたいはずです。そして、そこに自

分も身を置きたいはずです。自分が

プレイヤー（まちづくり実践者）に

なればいいし、なれないのならプレ

イヤーを手助けする側に回ればい

い。それが、私たち大人の役割なの

だと痛感しました。

子どもからのヒントを得てもいい。

失敗させてもいい。

子どもは、親や地域の手元で“育て

るもの”と思っていました。しかし

ながら、実はそうではないようで

す。子どもは子どもなりの「まちの

あり方」を考えているかもしれませ

ん。特に自立心の芽生える小中学生

以上ともなれば、自らの置かれてい

る環境に不便や苦痛を感じ始めま

す。彼らの声に耳を傾けることも、

時には必要かもしれません。

フィンランドでは、公園を作るとき

のコンペに小学生チームが参加する

ことがある。もしもその案が優れて

いると認められれば、法やお金の問

題を解決する人材をあてがい、その

案をブラッシュアップし、最終的に

採用される。それはなぜか。公園の

利用者の多くは子どもだから。

つまり、「その場所は誰が使うの

か」から紐解くと、まちのあり方が

くっきりと見えてくることも少なく

ない。もしも遊休不動産があるのな

ら、若い人に任せてみよう。それは

教育だ。地域の経営課題を官民で共

に考えよう。

ちなみに、私が作ったバレーボール

専用の体育館を利用し、岩手県選抜

に選ばれなかった子ども達を対象に

チームを編成。そのチームを導くの

は、優秀なコーチではなく、ともに

考える大人だ。その結果、子ども達

は自ら考える選手になってくれた。

優秀なコーチがつくと、ただ単に

「コーチの言うことを聞く子ども」

になってしまう。こんな子ども達が

これから社会を担うとなると、少々

不安を抱いてしまう。それよりも、

自らの問題に気づき、自らで解決で

きるような子に育って欲しいと思

う。さて、コーチの言う通りに動く

子、自ら考える子、どちらが優秀な

人間になってくれるだろうか。

もしも残すお金があるのならば、

「お金」として残すのではなく、小

さな失敗をさせて「人」を残すほう

がいいのではないだろうか。ここで

言う「人」とは、教育を受け学力を

身につけた、という意味ではなく、

地域を背負うリーダーという意味

だ。社会生活を通じて、このような

人材を生み出すことができ、壁に遭

遇したとき、そのときこそ公民連携

が必要。

―市民みんなのためになるアイディ

アがあれば、それを声に出して言っ

てみるといいのかもしれない、と思

えます。そしてそれに共感し、協力

してくれる人が現れれば形になりそ

う…。まちの賑わいを取り戻すアイ

ディアを持つ人がいれば、こんな私

だって協力してみたいのではない

か、と考えさせられました。

確かに、これからの日田をどうにか

したい、と思っていながら、その

「何か」がないと思い込み、外に流

れ出ているのは若い人たち。その若

い世代がまちのためにこれをした

い、と思っているのなら、声を上げ

て欲しいと思います。

名言が、この日本の先を

指し示している！

人というもの、過去も、現在も、未

来も基本的に変わりはないものだと

思います。自分のためだけに生きる

人、人と仲良くやっていく人、人の

ために自ら損をしてでも先頭を切っ

て歩く人…。

人間には、「取扱説明書」がついて

はきません。でも、先に触れた3つの

パターンのどれかを自ら選ぶことは

できます。

「暗ければ人はついて来ず」

坂本龍馬

「経済なき道徳は戯言、

道徳なき経済は犯罪」

二宮尊徳

「凡人は小欲なり、

聖人は大欲なり」

二宮尊徳

「勝つことばかり知り、

負けることを知らなければ　

害は身に及ぶ」

徳川家康

「やる奴はどの時代でもやる、

やらない奴はやらない」

矢沢永吉

※著名人の名言をまちづくり講話用に活

用しています。

経済や人づくりには様々な名言があ

るが、これらをまとめると

・言うだけではダメ、実行する

・大きく明るい夢を持つ

・小さな失敗を大切にする

ということになるのではないだろう

か。この名言は今でも通用するもの

で、志は道徳となり得、道徳を“実

行”するためには資金が必要だ、と

いう事実は今も昔も変わりない。事

業を始めた瞬間に金の呪縛に取り付

かれたときは、その事業そのものは

正しくないものかもしれない。

中途半端な気持ちで算盤をはじいて

も、その事業には怨念が宿る。パブ

リックマインドを持って事業を興

す、ということはお金の呪縛から解

き放たれることを目指すというこ

と。借金をしても辛くないのなら

ば、そこには同じ志を持つ協力者が

いて応援を得られるとき。そしてそ

の共感がさらに広がり、お金が回り

始める。

―もちろん、自分自身で責任を負う

覚悟がなければなりませんが、得意

分野が異なる人が集まりチームとな

れば「最強」です。そしてその事業

（コンテンツ/店）そのものがまちを

自分たちの楽しめる場所にするもの

であれば、自然と人は集まってきて

くれるでしょうし、お金も落として

くれるはずです。

日田市は、もともと廣瀬淡窓が私塾

を開いたり、廣瀬久兵衛が治水工事

を行ったりと、自らの資産を投じ

る・共感してくれる人からの資金協

力を得るなどして、「私」が「公」

を実行してきた歴史があります。そ

のDNAを発揮するときが来ているよ

うにも感じてしまいました。

「いつやるの？　今でしょ！」とい

うどなたかの決め文句が頭の中を駆

け巡っています。なぜなら…日田市

も、「消滅可能性都市」のひとつだ

からです。今こそ、まちをどう楽し

くするか、そのために何をしなけれ

ばならないのかを大人が経験し、そ

れを若い人に手渡さなければなりま

せん。

これまでの

「ひたReデザインプログラム」で

指し示されたもの

2017年5月、「敷地に価値なし、エ

リアに価値あり（清水義次さん）」

の講演から、この「ひたReデザイン

プログラム」がスタートしました。

何人もの講師から学んだことは、

・今あるものをどう活かすか

・官も民もなく、一緒に解決法を共

に探る

というとてもシンプルなことでし

た。確かに「成功例」ばかりを見聞

きすると、その人だからできたんだ

ろう、とか、資金があったからでき

たんだろう、などと感じてしまう瞬

間もありました。

しかしながら、今、私たちに求めら

れているのは「想像力」なのだと思

っています。その影にある失敗や苦

労に思いを馳せることと、今日田で

活用されるのを待っている物件・公

共空間を思うことは、ニアりーイコ

ールだと感じるのです。

今回の講座やユニットワークから何

が誕生するか、今はまだわかりませ

ん。一方で、3つのユニットが連日深

夜まで議論したことは、たとえ実現

できなくとも、「まちのために何を

どう考えればよいのか」のプロセス

を記憶に刻む作業だったのではない

だろうか、と思います。

日田には素晴らしいものが多くあ

る。そして、個々人で事業を興すガ

ッツある人が多くいる。これは、私

が日田で過ごした2年間に強く感じた

ことです。今回のひたReデザインプ

ログラムでは、市役所の人も「どう

市民をサポートするか」を学んでい

ます。今ここにあるもの・立ち上が

る人・それをサポートする人、これ

ら全てががっちりとうまく出会った

とき、日田市内に「楽しい場所」が

生まれるはずです。

折りしも、駅前のデザインが大きく

変わろうとしています。通勤・通

学、ないしは観光や出張の出入口と

なる駅前が変化すれば、豆田と隈の

中間点にもうひとつのにぎわいが生

まれるはずです。

私たち大人は、今回学んだことを強く

心に刻み、何かできることはないか、

助けを必要としている人がいればその

人に何ができるかと、日頃の暮らしに

目を光らせていなければなりません。

近い将来の日田のために。

 文章／フリーライター　矢野由美

写真／日田市


